
徳 
iあm 
莫少势7*7卜: 

冬のnミケツト大特集雜f%g?\l5T今ijxf パソコンケ—厶¥ 
フレイングマガジン 



m The L^end Of H eroes 
:：,Fantasy Rqil^laying. 

，■琴烟シリ-;UT2HD(3_)近日翮ガ 
镛メモリー256,2ドライブ専用磨f ◦八ンクR我Mホート対応#FM音源対応#闩09801/户〇-38”1動作しません。 

PCBB01SR VAシリ-ズ5枚f #格UDD円(税別)好評発売_ 

The Lcucnvl Ol Herいい 

Fantasy Role-Playing. 

PC8801SRVA シリーズ 
5枚組価格8,700W(税別) 

■2ドライブ専用■ジョイステック対応_CD-ROM 

対応_12BK巳増設RAM対応■デジタルCRTでも 

プレイできますがアナログCRTでプレイすることを 

お薦めします>■プランクデ< スクが3枚あれば、シナリ 

ォ(SAVE)ディスクのノ Kックアップが作れます。 

■通信販売(送料無料） 

電話やFAXや八ガキで品名•機種名•住所•氏名. 

年齢•電話番号を明記して申し込み下さい。商品お 
届け時に商品代金お支払し\下さい。 

品名•機種名•氏名•電話番号を明記して現金書留 
で申し込み下さい。 

〒190東京都立川市柴崎町2-1-4トミオービル 

TEL0425(27)6501 FAX 0425(28) 2714 

|初代から'T'まで、ドラゴンスレイヤーシリーズに| 

は、いつもなにかしら新しいアイデアが盛り込まれ| 

ていた。それも、すぐにソレとわか多ようなモノが多| 

かった。ところが、，度の'T'となった『ドラゴンス1 

レイヤーはちょっと違う。仲略〉このシリーズには、 

必ずプレイヤーを驚かせ、| 
感心させる新しし、>1か〃が 
务る〇それが、画面を見る限りでは''普通"な1 

のだから、その中身にこそ''業"が隠されているだ 

Iろうことは、推して知名べし、だ。〈中略〉『ドラ 
Iスレ』はもろ、エルゴノミッ 
クRPGと言ってもいいく | Iらいプレイしやすいのだ。 

■Kラスレ』は、一見ごく普通のRPG1 

はのに、おいしさガ随所に、しかしさI 
\りけなく光る。まるでフクち“りのよ[ 

■うなゲ-ムなのな 

(ログイン1117号より抜粋)■ 

久々にかまえずにプレイ$きるゲーム。最初のイ 

|ベントを通過したと杏に、そんな感じがしたんだ。 

Iその印象という感覚は、今までのところ、ず？と続 

いている。しばしば、気がつくと取材の目的も忘れ1 

.てゲームに没頭していたり。〈中略〉正直言って、今 

回ほど別冊の内容に困ったことはなかった。ひI 

| •と言でいうと、「ゲー厶がよく 
で吉すぎている」。それとも「て 
Uftいに作られている」といっ 
たほろが、正しく伝わるだろ| 
か？ゲームの特徴や欠点を述べたてるような| 

レピュー、内容物を巧きずり出レたり、あるいはフ| 

1ォローするような記事を必要としなしV(拒否する)、 

iまったくひとり立ちしてい琴)ゲーム。 

Lいたずら■にヒントや攻略法を書いI 
1ても、おそらくプレイヤーはそんなI 

Lものを必要としないだろラ。 

(POPCQM '%1月号より抜粋）■ 



しどこが新しいというわけでもない普通のRPGだ。だ 

!からといって、決してその「古さ」を感じさせな(ス。アク 

!ジョンFIPGで究極までたどり着いたドラスレガ、そ 

!の流れのさらに先でオーソドックスな‘ 
部分で究極を目指したRPG 
tji(Dtzo沖略〉イース:シリーズに見られたよ《 
うな重要なイベントは各キャラが勝手に動い艺物語 

が進み、プレイヤーをゲームの世界にグイグイ引き:P 
けるという仕組みだ。これまでのドラスレみたいに、 

謎解杏がかなり多い展開ではなぐ方話を¥しむRP 
Gになったわけ。さらに、RPGとしてはゲー厶バラン 

|スが最高によくで吉ているそ。 〈中略〗BGMは 
iいままでのファルコ厶節とは、 
Iまた違った感じであった。目立 

パソコンゲーム史上、さんぜんと光I それでは今回のドラスレ&どろだろろ0画面写真を見てもらえば一A — 
目瞭然だが、普通のごくありふれたRPGの面画という印象を受 
けるはずだ。考ぇてみると'今までのドラスレはすべて去の斬新さr fり輝く不朽の名作『ドラスレ"シ1J一 
が画面構成にも表れていや〈中略)しかし、それらは技術的な挑戦"*^ 1 

だ5ぅ力 にすぎないのではないだ名うか。「ドラゴンスレイヤーTHE LE- 

纖鑑美そ溫紫| 

ノ GEND OF HEROES」（以下ドラスレVi}技術的な面 

-よりも本当の意味でのゲ-■ム内容の向上 

|に力を入れているの^fo 新ジャンルを形成するとい 
1ラ挑戦は終わり、既成のジャンルをどこまで高めるこ仁ができる 
]か、という新たな挑戦をドラスレは、はじめたのである。仲略〉；T 

|のドラスレ㈧は実に見事If、今までのRP 

,Gの不満というも®を解消して01ている 
^こうして阍単に言qてL；まっているが、RPGの基礎を踏破し、さ 

;らに不満を解消させて密度の濃い作品に仕上げるの2は多くの 
,努力と、RPGに対す令情熱が必要不可欠お〇たにちがいない。 
1だからこそ、ここまでの作品に仕上がったのだろう0ファルコムでは 
I「シリーズ第6弾で原点にかえった」とコメントしているが、まさに 

益ズ。その第6作は、空前絶後、I 
I莖乱方丈、感動保証といラ、 
Iュ拍子そろった(どんな二拍子 
じゃ)本格的RPGなのだ。さあ、け 
くせ/〈中略〉新しい『ドラスレ』はスゴ 
イ。しかし、ただスゴイというだ〕けで 

Iは何がスゴイのかわからない人も多1 
し、と思う。(そりゃ当り前だ奏ね。）い 

Iつたい何がスゴイのか(そのスゴさ [そのとぉりだろぅ。言葉にはできない楽しさ、文 

字には綴れない感動とい3ちのが込めら 
一れてい’る0 〈中略〉ド多スレvr.は久しぶりに、 

,小細工抜きに菜しむことの含きるゲームだ。RPG I 

|をズバリ解説しよう。とにかくスレ, 

伝説 

き 



■墨BBSM—CT 
本誌の内容についての電話によるお問い合わせは、月曜日から金曜日（祝祭日を除く）の午後4時からB時の間に 
S03-431-1627〈徳間書店インターメディアテクノポリス編集部〉にお願いします。 
※本誌で紹介しているパソコンソフトおよびその他の商品の価格は、税別の価格です 
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jダニ1 世界に皮げよう// 
D6-Jinネットワーク-© 

いちおう最終回/? 
同人ソフトを作りましよ/——© 
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美少女ソフトコレクション 

レ松ちっ■⑥圖 
NEW IOFT夜の天使リが•レーV/(^oU?志《ゾ■■■ 
e«れい〇?/翠乙女常園ブル-ウィンド/リゥィ- 

K鳩W(al〜獅の宴〜/スーパ—つイス,/ウト9 —iMv 
フ〇ント•下ドぺバマ-/プリ >以し，スい/-卜が -SW ■ 

，/じ 一〇 — . Wド〇 — a/rイスミ*/クス 

明るい桃色 
新作情報 

[b^s^(?0a©(}Q 
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新作ソフトをド〜ンとまとめて今ニック// 

m 

名作ブレイバック 

アップル•クラブ1』、 
あつぶる•くらぶ2』5/ 
Sデータ集-© ^ 
※『今月の1本/』はお休みさせていただきます。 

嫌通通通％飞 
颂 域洗犯*®趨*DTCsa 

スーバーハング•オン/スーパ 
ーオデツセイ/AD & D®ブール 
•オフ•レイデイアンス/ファー 
サイドムーン/アルガーナ/紫 
禁城/D. WARS/帝都大戦 

とじこみ付録 
eau-in^iK—ぐ，—jii 衍农ノロンL ノノ!/ 

THE RETURN OF 

の後 

uuro!ソ ■トソ n w 

とじこみ付録 
『獒少女ソフト大寅』II集のお知らせ一©の後 
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•ただ今移植進行中ガ 

♦Soft Flash 
発売中NEWソフト掲示板 
新作ソフト発売予定表 
ゲームソフト売れ行き巳EST10 

講ノーサリアンニ1 

-❿ 
ギルガメッシュ 
ソーサリアン 

セレクテッド 
ソーサリアン2i 

ソフトレビュー ザームジヨッキー 
「ファイナルファンタジー」-® 

IHI ■ゲーマーとブログラマーのための手作リソフトコーナー 響， 一-❿ 
■ぽ忠『ゴロゴロ』c 

by矢野健太郎 

•AD•表紙デザイン㈱フッシュアイランド•表紙原画いのまたむつみ參表紙セルワーク 
スタジオに•表紙背景かぶとむし工房•デザイン㈱フッシュアイランド 
•イラスト中沢数宣、みやさかたかし•フィニッシュデザイン㈱創文新社、㈱バンアート 
•印刷凸版印刷㈱ 

•ファミU—コンピュータ、ファミコン、ファ—ペーシックは任天堂の商標です 
•MSXマークはアスキー社の登録商標です 
•MS-DOSはフイクロソフト社の商標です 
©癒間書店19190 

本誌掲載の写真、イラスト、フ□グラムおよび記事の無断転載を禁じます 

COVER STORY 
今月はファンタジーR 
PG以外のものを/と 
思ったのですが、結局 

は『バルバトウスの魔女』にな 
ってしまいました。いのまださ 
んの描<ファンタジーちのは抜 
群ですからね。大好評の特製フ 
□ツビーシールもお忘れな<。 



Fakom 

_lに新しぃ。 
mss牟i2角屬这サプレイングゲ-ムが、 

を終わらせた。 
ぜ編-制^を見なし、ほど端正に、 

_ベンヂャへれて 

独庭#^ff|^パフ-…て、 

•触サィ^^^^ぬ。 
¥命らでIた^イヤーキャラの限り 
I紙f或叙から疑似3Dまで、 

罐麵_たグラフィックの絢。 

、m^め^^^^^《創造できる不思議。 
[を禮綠隠^I♦アイテムの誘惑……〇 

はできなかったのだ! 
bこある。君の目の別し。 

無限の可能性、進化するRPGソーサリアン 
■シナリオは次の15話で構成されていますc 

天の神々たち 
その日、山岳地方の村々から数多 
くのひとびとがソーサリアンの町 

へやってきた。「神々が天罰を下さ 
れた」彼らは口々に叫んだ。この 
ことを調べようと幾人かの冒険者 

■が村へ向かったC 

呪われたクィーンマリー号 
新たなる冒険を求めて海に乗り出 

した彼らの前に立ちはだかる黒い 
影。船の上を舞台とした、人間ド 

ラマの背後に見えかくれする謎の 
呪いと死の恐怖に立ち向かえ。 

♦消えた{i様の杖 

♦暗黒の臟I: 

夺メデューサの首 

辛氷の洞窟 

♦麵こち_ 

♦ルシフエルの水門 
♦イ^水 

♦紅！{の謎 

♦ ロマンシア 
‘失!bfxたタリスマン 

♦因ibれた吏い 

♦暗き纟{_お租、 

+呪ねれたクイーンマリーけ 
♦呪bれたオアシス •マニユアルは全魔法 

+天の神々たち 

全シナリオ 

解説付。176 Pの超豪華版。 

• PC-88SRシリーズ5 2D (5枚組)春PC-9BF/VM5 2DD (5枚組)#PC-98U/UV3.5 2DD (5枚組)• X-l turboシリーズ5 2D (5枚組)♦ PC-8BVA専用5 2DD (5枚組)各9800円(税別) 



♦真田幸村の章 

命徳川家康の章 

-fess*ンド V1— 

着 

♦血ぬられた王家の秘宝 

■♦魔の下僕ガッシュの陰謀 

♦心を失った姫君 

♦嘆きの神殿 

♦魔王ギルバレスの迷宮 

參PC-88SRシリース5 2DD(2枚組）籲PC-98F/VM/VX5 2DD#PC-98U/UV/UX3.5 2DD#X-1 turboシリーズ5 2D(2枚組)#PC-88VA専用5 2□□各3800円(税別) 

NEW SCENARIO 
_VoL, 

SFの世界を舞台に、壮絶なる戦いがくり広げられる。 

♦愛と悲しみのバンパイア命食虫植物の森 

♦海は広いな ♦未知なるものへ 

•この商品はプラザ ー•タケルより 

発売されています。 

Yol.i 
機械がいっぱい詰まつ 
た時計台の内部や、不 
気味なドワーフの村など 

今までのシナリオとは一線 
を画す色彩で彩られた世界。 

• PC昍01シリーズ# PC昍01シリーズ• XIシリーズ各3500円(税込） 

♦双頭の魔犬 

辛二梢のナルキツソス 

♦白夜に消えた村人 

♦復警の黒き勇者 

♦呪われたペンタウアの悲劇 

mmiAn 

Iソーサuアンフアンの応募によるシナリオ入選作がゲーム化され、タケルより好評発売中/ 

以後、入選作が次々にケー厶化/ 
妖夢幻伝説/それゆけ/ドトーのトライアスロン/ 
時の神殿/呪われた遣跡/封印/闇に消えた女神 

♦ PC昍0〗シリーズ 

參PC9801シU—ズ 

• XIシリーズ各2900円(税込） 

ソーサリアン 
DiskマガジンVol. 

美しき花嫁 
銀の灯が消えた街、 

ソーサリアン 
DiskマガジンVol.2 

パンドラの箱 
灼熱のワナ 

_美しき花嫁- 

•銀の灯が消えた街—— 

矢野賞受賞作品 

黒田賞受賞作品 

籲パンドラの箱_ 

•灼熱のワナー 

荒俣賞受賞作品 

谷山賞受賞作品 

大事なご注意 
追加シナ1J才、及びユーテイリテイーには、同一機種、 
同ーメディアの「ソーサ1JアンJが必要で^■<> 

[\7H0.V FALCOM INCORPORATION \ 

〒190東京都立川市柴崎町2-1-4 00425(27)6501 

.ゾーサリアンはH本フアルコムの發鉍商標です。 

3 SCENARIO 

広大なピラミッド、神殿、迷宮のトラップをかわせ/ 

SCENARIO 4 

"ToL I 
AVGの要素が増した、謎解きの面白さが 

あふれる第1弾。 

♦魔性の島 

♦いけにえの神殿 

♦悪魔に魅いられた花 

♦ああ、ジョゼフイーヌは今何処に" 

♦アマゾンの剣（つるぎ） 

L 

UTILITY m 
Vol.1 

魔法や武器の売買が簡単にできる/ 

他にもクイズやBGMなど盛りだくさん/ 

♦道具の売買 ♦「ソーサリアン」クイズ 

4魔法をかける ♦お便りコーナー 

+名前の変更 ♦ドラゴンと戦う 
♦ユーザーデイスク•ツール♦「ミニミニソーサリアン」 

Ubgm 

111 
1令m 

ソ-サリア观化する。rネ 

I麵 

2 SCENARIO 
Vol.I 

戦国の世に巣食う''魔、、を討て/日本を舞台に 
ソーサリアンが大活躍。 

変わりつづける、広がりつづける、ソーサリアンの世界。 

章章章 
ののの 

玄長吉 
信信秀 

田田臣 
武織豊 

♦ +,サ 



(入場には、入場整理券が必要ですo) 

うきうき/ワクワク/ 5大イベントが待っている0 

E “ミス•リリア，，グランプリ決定 君の“リリア，，のレコード•デビューがここで決率/ 

m J.D.K ノ《ンド•スペシャル•ライブ蹲のファルコ厶「j.d_k■バンドょ遂に登場/ 

囹ラ去う去/ワイワイ/ゲーム大会ぁっと驚くプレゼントがぃっぱぃ〉 
^ / 

• • 

®「イース」OA/.A.16mm映画上映会 話題のアニメ版「イース」が大画面で見られる/ 
f . , :;. * V 

固勢拍iいプアル：□ム•ノ <ザール ファルコ厶•グッズ即売とゲ-"ム•プレイのお楽しみランド./ 
今'話題のメガドラ版「ソ-サリアン』やCD-ROM版「イ-力.しもうすぐ発売されるファミコン版「イ-スのデモ竹-ムプWね、即売穿^ 

■後播■協* SudInsopt* i«咖•音楽-株brother角川書店 

厶 細旭:■招誠 I入場抽選券を官製ハガキに貼って住所、氏名、年令、職業を御記入の上、下記宛先までお送り下さい。 
当選発表は、入場整理券の発送をもってかえさせていただきます。（締め切り:’9◦年3月10日消印有効） 

〒112東京都文京区音羽2-2,2アベニュー音羽キングレコード㈱映像事業本部「ファルコム•フェスティバル’90」係まて;> 

入場抽選券 



選考方法 

“ミス•リリア”グランプリ “リリア”を探せ/君の近くにいる“リリア”をどんどん、推薦して下さい。 
応募要領 
•健康な14〜19才の女性なら、どなたでも応募できます。 書類選考の上、.直接ご本人へご連絡いたします。 
•自薦、他薦どちらでも結構です> どんどんお寄せ下さい。 
_応募される方の①履歴書〈住所、氏名、年齢、電話、職業(学校名)、 

※お電話によるお申し込み、選考過程につしヽてのお問い合せは一切お受けで 
吉ません。 

特技を記入〉②写真〈上半身、全身各1点ずつ〉。、 
応募先 
〒112東京都文京区音羽2-2-2(アベニュー音羽） 
キングレコード㈱映像事業本部“ミス•リリア”グランプリ係まで。 
締め切り ， 

’90年2月四日消印有効 

賞金と賞品 . 
★グランプリ（1名）：レ3—ド•デビュー(副賞50万円） 
★準グランプリ（1名）：PCエンジン+CD-ROMe(副賞1□万円)一 
★グランプリ推薦者賞.:P088+CD-ROM2 
★準グランプリ推薦者賞：PCエンジン+CD-ROJVI2 ン 

[ファルコム•スペシャルBOX’89] 6枚組の8cm CDミニ•アルバムがファルコム•ファンの熱望により、 
①フュージョン②シンフォニー㊂)ボーカル④プラス.ミックス 
…ノょ ノコ〆呀ノノノパーー设小ーノガレげノフ八ツソ入 居又^1ぐ>日01口办由ぐ土由yy 

⑤ディスコ⑮サラウンド•シアタ-を単品で各¥1，200(税込)で、莱似、Z月Z旧充兀次疋♦グ 編 



ファンタジーの好告な人に贈りたい/ 

WITCHES or 

■■HSH 
I PC-8801 mkiiSRシリーズ l=5D 1780OF 98ユーザーにはちょっと難解な3D RPG『ダーク•レイス』を、そし 
■発売元/アーテック 

■発売予定/2月下旬 
て、昍ユーザーには気軽に楽しめる擬似3□のファンタジー闩PG 
を、といラわけで、アーテックの新作は、練りに練られた『ディガ 
ンの魔石』のシステムをベースにつくられたこのゲームなのだ/ 

ペーシックなRPGが作Dたかつた… 
これまでにアーテックが世に送り出 

したゲームといえば、第1作目が『デ 

ィガンの魔石』、第2作目が『ダーク• 

レイス』と、どちらもより現実に®〇'' 

けたい.…をモットーに作られたもの 

だった。たとえば、『ディガン〜』は、 

アルバイトをしてお金を稼いだり、睡 

眠をとらないと病気になってしまう… 

…など、不規則な生活をしてはいけな 

い（!？）ゲームだった。また、『ダーク. 

〇「デイガン〜jに似ているが、もちろんすべて描きおこし 

レイス』は、常に前後左右に気を配り、 

後ろを振り向いたり、モンスターを避 

けて歩くなど、細9かいシステムになっ 

ていた。一言でいってしまえば2作と 

もマニアックなゲームで、あまり初心 

者向きではなかったと思う。 

この『ノくノレノくトウス〜』は、どこと 

いって目新しレ、部分があるわけで 

はないが、初心者でも難なく楽し 

めるようなゲ'ームになっている。 

「簡単で地味だけど、 

ベーシックで、不快感 

のないゲームにしたかっ 

た」というのが、耳又材中 

にこのゲームの制彳乍者か 

ら言われ続けた言葉であ 

る。ゲームシステムは、 

『テ、イカ、、ン〜』が'基本。その 

中の面倒だな〜と思われた 

部分を簡略f匕した形になっ 

ている。 

それは、ストーリーの設定でもいえ 

る。主人公が課せられた試練を果たす 

まで、舞台設定の複雑さに悩まされる 

ことなく、実にいいテンポでゲームが 

進んでいくのだ。これは、1本のゲー 

ムで表現するにはちよっと膨大すぎ、 

その設定をゲームの中でいかしきれな 

かった『テ、、イガン〜』のことが参CIWに 

なっているらしい。 

内緒の話（？）だが、このゲームの 

世界設定は、アーテックの中でもファ 

〇ガデュリンシリーズ第1弾。人間はしっかり 
食べて眠らなければ病気になるそ/と訴えたゲ 
一厶。このシステムを「パルパトウス〜Jに引 
き継ぎ、r^Jではまた違った形になるといラ 

〇本格派……は難しいだけに、年齢的にも少し 
上のユーザーがターゲット。3□ものが好きな 
人なら八マることうけあいだが、挫折してしま 
つた入は『バルバトウス〜』をど一ぞ 

ンタジーが好きでしようがない/とい 

う人が創っているということなので、 

期待できそうだぞ。 

8 



ガルド 

HP 200 / 200 体力 
HP 0/0 動 

Weapon スピ7 
Armor レヴーアーマー 

^わかりやすい設定のフアンタリーワールt 
バルバトゥス諸国は、昔1つの国だ 

った。英雄神^ルア王のもと、豊かで 

平和な国として栄えていたが、あると 

き、それを妬んだ北の魔王の軍勢に攻 

め込まれ戦いが始まった。しかし、も 

ともと平和を好むバルバトウスの民は 

苦戦し、傷ついたバルアとともに、妖 

精の国に逃げ込んだ0そこで、バルア 

を親身に介抱してくれたのが、妖精国 

の王女イセラニア。事情を知ったイセ 

ラニアは、ノべVレアたちとともに戦った0 

そんな中、いつしか心を寄せ合うよう 

1 
■E31911IE3BSSH 

oキャラクタのパラメータはこんな感 
じ。ちなみにガルドは魔法を使ろこと 
がで吉ないのであしからず 

〇北の山、3人の魔女、試練の旅にミーアを連れて行くこ 
と……父親から丨本の剣を受け継ぎ、ガルドは旅立つ 

になった2人は結ばれたのである。 

そして、とうとうバルア軍は魔王に 

致命傷を与え、イセラニアの魔法で封 

じ込めることに成功したのだ。しかし、 

バルアは戦いの中で傷つき倒；fu魔力 

を使いはたしたイセラニアの命もまた 

消えようとしていた。死の間際、イセ 

ラニアはこう予言した「これで、すべ 

て終わったのではありません。私がこ 

の世を去れば、いつの日か魔王は蘇る 

でしょう。そして、そのとき再び真の 

勇者も現れるのです」0 

そして現在、3つの国に分かれたバ 

ルバトゥス諸国の南の辺境では、ガル 

ドという名の若者とその幼なじみのミ 

ーアが旅立とうとしていた。それは、 

ガルドが成人と認めてもらうための試 

練の旅でもあった……とい•うのがオー 

ングストーリーだ。 

1 

5 5 5 5 S 6 

«画面は開発中のものです 



ゲームシステムは、どこといって目 

新しいところはないか'、それだけにス 

トーリーはしっかりしている。ガルド 

に与えられた試練が何なのか、どうし 

てミーアが一緒に旅をする必要がある 

のか、ゲームを進めるうちにだんだん 

明らかになっていくのが、『ハフレハ"卜 

ゥス〜』のおもしろいところた'。 

それぞれのイベントは、数枚のグラ 

フイック画面で見せてくれるんだけど、 

その部分が一番遅れているということ 

で、残念ながら今回はお見せできない。 
というわけで、前のページに載せたマ 

ップの左下4分の1、「南の辺境jでの 

流れをちょっとだけ紹介しよう。 

南の辺境の領主に会おろ 
ミーアの家族へのあいさつを済ませ 

旅立った2人は、まず、クアラスの村 

を含む南の辺境を統括する領主から、 

この地方の外に出る許可を得なければ 

〇クアラスの村からスタート。これは夜になつ 
たところ。左上のマークがお月様になるのだ 

ならない。領主は、ネすの東にあるタン 
ガニの町にいると聞き、行ってみると、 

領主は出掛けていて女中しかいなかっ 

た。それじゃしょうがないな〜と思っ 

ていると、女中から蜂蜜を取ってきて 

ほしいとたのまれてしまった。さて、 

領主が帰ってくるまでひと仕事しまし 
ょうか。凶暴な（？）ビッグホーネッ 

卜と一戦交え、無事蜂蜜を手に入れて 
戻ると、やっと通行証がもらえるのだ。 
このゲームでは、大きく 4つの地方 

に分かれていて、出発地点のクアラス 

のネすでは南の辺境での1青報のみ、タン 

〇タンガニの町で出会ラ老人。ゴーラルの塔か 
ら本を取ってきてほしいというが…… 

ガニの町ではバルバトゥス諸国全土の 

ちょっとした情報が、さらにボドワー 

ド地方に行くと……といった具合に情 

報量か増えていく。やっぱりクアラス 

のネすは田舎なのね ？ 

-I戦闘は味方を援護しながら 
4必殺技を使う!？ 町や村の外にいる敵 

の兵士や、モンスタ 

—に遵遇すると、パ 

トルモードに切り替 

。わる。ここでのコマ 

ンドも、ごく才ーソ 

ドックスなものばか 

りだ。その中でおやつと思ろの 

が「必殺技」と「援護」コマン 

ド。「必殺技」は、町の道場で 

習得した、''双条牙（1ターンに 

2回敵を攻撃で杏る）"や ''虎舞 
〇蜂蜜を取りに行つたら、ビッグホーネットに襲撃され昇龍（すべての敵に一撃を与え 
た。装備をしつかりしてないとひどい目にあうぞ る）,，などの技を使うコフ、ノド 

こんな敵V登場寸 
バルバトウス諸国の政治的なI 

問題もあり、このゲームに出 
て<るのは、いわゆるモンス 
ターと呼ばれるちのばかりで 
はない。敵国の兵士やなんか 
とち、敵として戦わなければ 

な0)ないのだ。 

(それにしてもすごい名前/)。 

ただし、成功率は低いらしい。 

「援護」は、援護した味方キャ 

ラの守備力を上げることがでぎ 

るが、一人のキヤラクタは、味 

方一人しか援護でぎないとい5 

ものだ。 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 
撝„难„喚1_球一^■喚一取一喚一辦一亦一喚一s>》一喚—參一;你一啦一凉^^—4ぱ一琳一4ぼ一啦恶 
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ゴーラルの塔から本を取ってくる 

繼バトウスの魔女 

通行証を手に入れた2人は、タンガ 

二の町の老人からこんなお願し、をされ 
る。「昔、ゴーラルの塔に魔物を閉じ込 

めたときに、大切な本を忘れてきてし 

まった。鍵を渡すから、本を取ってき 

てくれないか」。う一む、どうもうさん 

くさい話た、か、、これも試!*かとゴーラ 

ルの塔に向かうことに。 

塔の中にはアルミネスという魔導師 

がいた。彼女の話では、塔の鍵は以前 
盗まれてしまったのだという。はたし 

てどちらの言うことが本当なのだろう( 

ここでは、1人仲間が加わる。最終 
的には6人のハ。ーテイになるそ、0 

町や村のなかには、当然のことな 

|がら、いろいろな職業の方がいる。 

お店や宿屋など、旅の装備をとと 

のえたり、疲れをいやすために利 

用すべし。ゲームのセーブ•ロー i 

ド•死者の復活などは、魔導師の 

館ですることがで吉る〇 

〇向ころに見えるのがゴーラルの塔。この中に 
魔導師アルミネスがいるのだ 

迷いの森の洞窟には 
タンガニから少し北へ行ったところ 

に、迷いの森と呼ばれる場所がある。 

ここはそれほど複雑ではないけれど、 

森を抜けると、ポッカリと洞窟の入口 

が。中には、魔法を使う「迷いの森の 
が'いるという話だ。味方なのか敵 

なのか……まあ、辛いことのあとには 

いいことがあるはずだ、ともあれ中に 

入ってみようということになる。 

〇迷いの森を抜けたところ。「迷いの森の洞窟」 〇洞窟の中。ゲーム全体で、洞窟の種類は1種 
の入口が見えているぞ だけ。数もそろ多くはない 

いざ、ボドワード地方へ/ 
ボドヮードは、迷いの森の中、国境 

の門の向こうにある。そして、には 
鍵がかかっているのだ。よ一するに、 

門の鍵がないと、先には進めないわけ。 

うまい（？）具合に、鍵を持った門 

番は、もう一人の門番が病気のため、 

その薬を買いに行っているらしい。門 

番を捜して鍵を借りれば、さあ、ホド〇門番がこ人そろったところで、ゃっと国境を 

ワード地方は目前Ttfそ'/ 通してもらえる。ここから先は未知の世界/ 

刻?1 
\f m \ 

闘!_ 

レ^ 

加？ 

武器と防具の店 
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XMKの限界をズームが魅せます/ 
『ジェノサイド』に続くズー 
ムの新作ソフトはアクション tj RPGの『ラクーン』だ。剣 

I. を振り回して魔物を倒し、経 
験値をためてレベルを上げて 

と、ゲーム内容はいたってオーソド 
ックスなものだが、X68Kの機能を 
フル回転させたグラフィックSサウ 
ンドは見物だそガ 

へ-^—: 

X-A⑩黼讎處IRPGが 
とにかぐ『ジェノサイド』はスゴか 

った。はたして何人の人間がこれをク 

リアしたのだろうか？と思えるほどの 

難易度、主人公メカを初めとするキャ 

ラの大きさやその動き、鼓！莫が'弾ける 
ほどリズミカルで激しいBGM……。 

どれをとっても、この「スゴさ」はハ。 
ソコンゲーム界で一番だろう。 

その『ジェノサイド』を作ったズー 

ムが、今度はアクションRPGを発売 

_パ.:;■ 

〇街中では武器を買つたりして装備を固めるのだ 

するというのだから、これ 

は期待が大きい。じつは、 

X68KにはRPGと呼べる 
ゲームが、少ないので、まさ 

に「待ちに待ったゲーム」 

と言えそうた'。 
さて、このゲームの舞台 

となるのはレイクリーラン 

ドというところ。いろんな 

人種が住んでおり、' なかなか平和に暮 

らしていた。ところか'、ラグー 

ン城から湧き出ている清らかな 

水が濁ってしまい、魔物か'たく 

さん出現してきた/ さらに、， 
山め向こう俏jに抜けるための卜 

ンネルが何者かによってふさが 

れてしまったのた'。レイクリー 

ランド最大の危機!！：，というと 

きに、修行僧のもとで武術や魔 
法を習っていた主人公ナセルが 

〇オープニングのワンシーンから。いかにも平和そ3な光景た 

サ帚ってきた……というところから始ま 

る。 

いかにもR P Gらしいストーリーだ 

が、とにかくグラフィックがスゴい。 

業務用のゲームではないかと錯覚して 
しまいそうだ。X68Kユーザーはグラ 

フィックにうるさいだけに、これなら 

十分納得がいくだろう。ウワサでは、 
画面いっぱいにグラフィックが拡^宿 

小するシーンもあるとか。う〜ん、早 

く見てみたい.グ 

大きさの違うキヤラが 

飛んだり跳ねたり潜ったり!？ 
下の写真をよく見てくれ。見るだけでなく、よく見比べ 
てほしい。キャラの大きさが1人1人違3でしよ7キ 
ャラだけでな<、背景にも高さがある点に注目// 

ンSSSSSS gffggga： I'm1你妙， ' 史逆 
金 yTja -♦ •，、•ノ ト ^ 

〇エディタ上のキャラクタパ 
夕—ンのI部。大きさが微妙 

に違-つのがわかるかな? 

12 
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何はともあれ^このゲームの最大の 

売りはグラフィックにある。写真を見 

てもらえばわかると思うが、じつに緻 

密で美しい。もちろん、多重スクロー 

ルなんてのは当たり前である。X68K 

だからこれくらい美しいグラフィック 

で当然といえば当然だが、ここまで描 

〇ガケによっては踏み外すと落ちてしまろとか 

き込んであるのもなかなか 

見当たらないのも事実。才 

ープニングは、.画面いっぱ 
いにアニメーションしたり 

して、かなり気合が入って 

いるのだ。 

また、画面上のものすベ 

てに対して「高 

さ」があるのも大きな特徴 

だ。16X16ドットなど一定 

の枠にとらわれず、そのキ 

ャラにあった大きさで描か 

れているほか、湖の中に入 

っていくと少しずつ沈んで 

いくなど、マップに対して 

〇おや7こんなところにたき火があるぞ。誰かいるのかな 

も「高さ」があるのだ。 
こんなに面白そうで、しかも音楽は 

MIDI対応になったというのに、シス 
テムプログラムの大幅変更のため、発 

売が6月中旬に延びてしまった。でも、 

その分も〜っとパワーアップするそう 

だから、首を長くして侍っていよう。 

營mク，フ4妙iz篷圖蒙讀 

•蹲 
:麵國 
麵S1 

ぐ 

■-/ 

3.又f—> というワケで、これが最初の街アトランド 
だ。店などが並んでいるが、まだ開発途中 

^N -7 / 、ぐなので、中に入ることができないのが残念 
7^-ラ>^-でぁった。 

及，令繁-9，39で^«，令 
_1?^l^lilegeeec ^ 

•#§••••••於 



市長となって町を発展させるSLG アメリカからな 
んとも建設的な 
シミユレーシヨ 

ンゲー厶がやつ 
iてきた。家一軒 

r 建てるのも大変 
な日本では考え 

られない、町をまる 
ごと造つちゃおうと 
い5ゲームなのだ。 

靄!iilMilMMlMiSIH™1 MBS 
去年MacやIBM-PCで大ヒットし 
たアメリカ生まれのおもしろゲーム 

『SirmCity』が、FM TOWNSに移植 

されたぞ/アメリカで大ヒットした 
ゲームだけれども日本では全然うけな 

い（感性の違い？移植が悪い？）と 
いうことがよくあるけれど、これは文 

句なしにおもしろい/ 

プレイヤーは市長となって、土地を 

整備し住宅や商店、工場などを作り値 

接建てるわけではないが)、道や鉄道、 

電線などを引き回しそこに人々を住ま 

わせる。そしてその住民から徴収した 

税金をやりくりして町をよりいっそう 

発展させ……、という一種の経営シミ 

〇マウスにプルダウンメニゴー、そしてウィン 
ドウで、リアルタイムに操作ができる 

ュレーションゲームだ。こう書くとな 

んかまどろっこしいゲームに思えるけ 

れども、これらのことがすべてテンポ 

よくリアルタイムで行われるのでけっ 

してプレイヤーを鉋きさせない。と言 

うより、次々と問題が起こりかなり忙 

〇いろいろなウインドウがありコマンドがいつ 
ぱい。おかげで市長は大忙しなのだ 

しいのだ。そう、日本のゲームでいえ 

ば『A列車で行こう』のノリだ。あれ 

を鉄道だけでなく町全般についてシミ 
ュレーシヨンしたと思えばいい。 

はたしてキミは住民から信頼される 

市長になれるか!？ 

〇地面と水のパランスがとれた土地を発見。よ 
し、ここに ''テクノポリス"を建設するぞ 

『SimCity』には大きく分けて2つの 

ゲームがある。1つは、まったくの未 

開発の土地から始め、自分の思ったよ 

うに新しい田丁を造るもの。もう1つは、 

あらじかめできあがっている町（どれ 

も実在する町のようだ）の市長となり、 
次々と降りかかる災難に対处し町を復 

興、発展させるというシナリオつきの 

ものだ（シナリオについては16ページ 

参照のこと）。ここでは、前者の新しい 

町造りをやってみよう。やっぱり好き 

なように町を設計するほうが楽しいか 

らね。よ〜し、その名も*テクノボリ 

ス"という町を造ろう/ 

さて、まずは土地（マップ）選びだ。 
ランダムに作られた未開発な土地の中 

から適当なものを選ぼう。 

土地を選ぶと、なぜか1900%資本 
金（と言うのかな？）20000ドルでゲー 

ムが始まる。市長の初仕事は土地の整 

備だ。全体マップをよ〜く見て、住宅 

地、商業地、エ敷也をどのへんに置く 

か考えよう。それぞれが離れていると 

交通の便が悪く発展しにくぐ近すぎ 

ると工場から出る*_のため住宅地の 

環境が悪くなったりもする。ほどほど 
の距離に置くのがいいようだ。 

手始めに住宅（予定）地をセットす 

る。するとその土地を示す四角の中で 
なにやらチカチカするものが……。こ 

れは「電気がきてないよ〜」といデ合 

図。『SimCity』では、生活するために 
は電気が必需品で、発電所と電線に重 

要な意味があるわけだ。町と発電所を 

電線で結ぶと、ポツポツと家が立ち始 

める。この世界の人間、'シム（SimK 

14 
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仕事はじめは公共施設の建設から 
市長が整備、建設できるのは、こ 
こにあげだ14種類のものだ。かな 
り自由に造ることはできるが、も 
ちろん電線1本引<だけでもお金 
がかかるので、無計画にポンポン 
造つてい <と破産してしまうぞ。 

_ブルドーザー 
荒れ地や水辺の土地は、プルドーザ 
一で整地してからでないと建物は建 
てられない。しかし、いちいち整地 
するのはめんど5なので、オートモ 
_ドといろありがたしヽものがある。 

11住宅地 
シムたちが住む区 
画だ。環境や交通 
の便などによって、 
スラ厶から上流まで4つのランクに 
分けられる。人口密度が高くなると 
アパートやマンシヨンなどに変化す 
る。学校や教会も建てられる。 

ri!公園 

ボル— 
公園は住宅地の環境に大をく響く。 
公園に隣接した住宅地は中流以上の 
ランクになるようだ。人口が多くな 
るとシムたちは娯楽を求める。費用 
はかかるがフツトボール場を造ろう。 
ちゃんと試合もするそ!？ 

道路 

鉄道 
道路や鉄道はクラ 
フィック•ツールの要領でぐりぐ 
りと描けておもしろい。カーブや 
交差点も自動的に処理してくれる。 
川や海では道路は橋に、鉄道はトン 
ネルに、これまた自動的になってく 
れる（しかし直線のみ)。 

_商業地区! 

商店、オフイスな 
どが置かれるとこ 
ろだ。住宅地と同 
じよ5な理由で、小さな商店街から 
超高層ビルまで4つのランクに分か 
れる。とくに交通の便が重要なよろ 
だ。 

田警察署 

1消防署 
言ろまでもなく、 
町の平和のために 
は必要な施設だ。 
その土地の評価 

(ランク）を決め 
る重要なファクタ 
一にもなる。1つ 
の署でカバーでぎる範囲には限りが 
あるので、町が大きくなったらいく 
つも建てなくてはならない。 

電気がないとなに 
もでぎないゲームだけに発電所はと 
ても重要だ。発電所には、コストは 
安いが電力が弱く公害の元にもなる 
火力と、電力は大きいが放射能の危 
険がある原子力の2種類がある。電 
線は道路と同じよろに引き回せる。 

ft工業地区I 

町の発展のために 
は工業も必要だ。： 
これまた小さなポ^* 

ンプ場から巨大プラントまで、4つ 
のランクがある。しかしその煤煙は 
公害の元になるだけに、住宅地から 
は離したほ5がよさそうだ。 

i港 

+空港 
港は工業に、空港 
は商業に大ぎく貢 
献するので、予算 
に余裕があるなら 
ば造りたい施設だ。 
ちゃんと船や飛行 
機が往来するのも 
楽しい。しかしまさかの事故が起ぎ 
ることもあるので、町からは離して 
建設しよろ。 

たちが入居を開始しはじめたのだ。 

続けて商業他、工業地を造り、それ 
ぞれの土地を道路で結ぶと車が走り、 

シムたちが生産活動を始める。見る見 

る建物が変わっていき、発展（または 

_)の具合がよくわかる。 
と、そうこうするうちに1年が過ぎ 

収支決算だ。住民から徴収した税金で 

町造りに掛かった費用がまかなえれば 

まずは及第点だ。しかし始めの数年は 

住民か少ないため税金が集まらず、思 
ったような成績を上げられない。 

〇予算ウインドウだ。ここで税率や各機関への 
予算を決定する。う〜h、ちょっと赤字…… 

15 



疆I 
住民たちの意向を聞き（メッセージ 

が表示される）ながら、計画的に無理 

をせず資金をやりくリ。20年もたつこ 

ろにはかなりの大きさの町になった。 

ところか’、町が大きくなるにしたか' 

っていろいろな問題が表面化してくる。 

まずは交通渋滞。道路が車でいっぱ 

いだ。これにはバイパスを設けたり鉄 

道建設で対処しよう。また、交通渋滞 

と工場から出る排気ガスのため大気汚 

染が広がり、住民たちが出ていってし 

まうこともある。 

人か増えれば犯罪も増える。これま 

〇道路の渋滞で住民がブーブー言っている。鉄 
道を敷いて緩和しよラ。でも予算が…… 

やし運営費用をヶチらないように。こ 

れは消防署についても言える。 

自然に起きる災害(下のカコミ参照) 

にも対処しなければならず、市長とし 

画酬| ri 
1:;:rv: 
〇 〇 TTT-：-..二：：.二- :, 

11^8 1 
〇フットボール場近くの住宅地が発展しないそ。 
環境が良すぎて地価が異常に上がったためかI? 

だ。だからと言って、税金をむやみに 

上げると住民の反感をかって、つぎの 

選挙で落とされることも……!? 

町を発展、存続させるのは並大抵の 

た住民が逃げ出す原因だ。警察署を増 ては先立つモノ（お金ね）か悩みの種 ことではないのであった。 

天災は忘れたころにやってくるガ' 
「町もこんなに発展しだし、住民の生活 
も平穏だ。ニコニコJoな〜んて安池〗して 
いるところに突然降りかかるのが災害と 
いラものだ。災害には、火災、洪水、飛 
行機事故、竜巻、地震、怪獣の攻撃、メ 

火災 

ルトダウン(原子炉炉心溶解)、そして難 
破の8つがある。どれもダメージは大き 
いが、と<に地震、メルトダウンはいつ 
ペルに町が壊滅してしまい、手がつけら 
れない状況になる。これらの災害はゲー 

电卷 

〇火災発生/消 
防予算をケチると 
なかなか鎮火しな 
いそ。回りの建物 
を壊す手もあるが 

ム初めに設定する難易度(3段階）によつ 
て発生率が変わるよ^だ。まだ、メルト 
ダウンと難破以外の災害は、フレイや一 
自ら引き起こすこともできる。ゲームが 
安定してつまらな<なつだら、災害を起 
こしてまだ町を造10直すのちいいかもし 
れない!？ 

I、怪獣 
m% 〇突然発生し町を 
_縦断しながら破壊 
Imす曷。で、すぐ消 
u* pえちやろ。意外な 

ほど?皮害は大きい 

〇公害がひどくな 
ると海から礙れる。 
放射能,こそ吐かな 

11、#、どa見ても 
ゴジラだね 

」ぬ(_ 

51 

さてさて、前のページでも書いたよ 

うに『Sim City』にはシナリオつきの 

ゲームもある。シナリオは以下の8つ 

だ。どれも難題が用意されている。 

•ダズルビル、1900年。退屈な町を活 

気溢れる人都if/にしよう。 

•サンフランシスコ、1906年。大地震 

とそれに伴う火災。f复興できるか？ 

•ハンブルグ、1944年。空襲によって 

壊滅した町を復興するのだ。 

•ベルン、1965年。深刻な交通渋滞を 

大規模な土地再開発で取リ除こう。 

•東京、1957年。ゴジラ上陸。工業地 

帯を踏み荒らしてしまった/ 

•デトロイト、1972年。不況のため犯 

罪が多発した。犯罪を撲滅しよう。 

〇サンフランシスコの大地震だ./本当に画面 
が揺れるぞ。まずは火災をおさえなければ 

•ボストン、2010年。原子力発電所で 

メルトダウンが/大変だ/ 

•リオデジャネイロ、2047年。海水面 

が上昇。洪水によって町は壊滅か？ 

町を復興、発展させるのは難しい。 

思ったように町を造れるようになって 

からこれらのシナリオに挑戦してみよ 

う。市長さんの苦労がわかるぞ!？ 

〇ボストンでメルトダウン発生/放射能のマ 
ークが点滅する町を、はたして救えるか7 

16 



’89大ヒット劇場用アニメーション 

宮崎駿監督作品 

プロデューサー•脚本•監督……宮崎駿 
原作……角野栄子（福音館書店刊） 

徳間書店•ヤマト運輸•日本テレビ放送網提携作品 
ビスタサイズステレオHiFiカラー103分 

宮畸駿監督作品絶賛発売中 

VHS 148AH-3 税込14307円税抜13890円 

ベータ148AB-5003 税込14307円税抜13890円 

L D 98LX-1 税込9538円税抜9260円 
VHD 98HD-1 税込9538円税抜9260円 

©二馬力•徳間書店•博報堂 

86年 天空の城ラピュタ 
VHS 128GH-12 税込12381円税抜12020円 
ベータ128GB-5012 税込12381円税抜12020円 

L D128LX-8.9(2枚組）税込12463円税抜12100円 
VHD VDS-A0«2-1.2(2枚組）税込12463円税抜12100円 

©二馬力•徳間書店 

VHS 128GH-22 税込12381円税抜12020円 
ベータ128GB-5022 税込12381円税抜12020円 

L D 98LX-13 税込9538円税抜9260円 
VHD 98HD-1003 税込9538円税抜9260円 

©二馬力•徳間書店 

VHS TKVO-60022 税込12800円税抜12427円 

ペータTKUO-60023 税込12800円税拔12427円 
L D TKLO-50001 税込9800円税抜9515円 

©角野栄子•二馬力•徳間書店 

•発売元/徳間書店制作協力/徳間ジャパン販売元/徳間コミュニケーションズ©03(591)9161 



★ RPG『ブライ』 
設定資料集 

メイキンク- 
オブ •ブライ 
定価1500円(本体1456円) 

先日発売になった、リバーヒルソフ 
卜のRPG『ブライ』の受蔵本。ゲー 
厶の元になったシナリオや絵コンテ 
類、またキャラクタデザインの荒木 
伸吾S姫野美智の2人の手による設 
定資料、裏話などもりだくさん。 

★プログラムの再録集 

プロクラム 
コレクション50本 
フアンタムライブラリー⑧ 

定価820円（本体796円） 

1989年5月号〜1阴号に掲載したプ 
ログラムから、50本を厳選しました。 
各界に話題を巻き起こした「E □ファ 
ンダム」のSHOO〜&H02、「サ 
ウンドフォーラム」の5月〜10月号ぶ 
んも掲載。一台に1冊、フアンダム 
ライプラリー。 

★ MSXのゲームの 
ウル技満載/ 

ゲーム十字軍 
Vol_2 
定価920円(本体893円) 

毎年、たぶん恒例となりつつあるゲー 
厶十字軍のムック。MSXゲームのウ 
ル技はもちろん。超難解RPGのマッ 
プやAVGのQSAなど、かゆいとこ 
ろに手が届くそつのなし、企画がいつぱ 
い。そろそ5、エッチゲームの特集だ 
つて忘れていませんぜ、だんな。 

MSXはアスキーの商標です。 

ENTERTAINMENT FOR USERS ェムエスエツクス•フアン 

新作ソフト 
徹底研究 
ナビチューン 
ドラゴンナイト 

ディスクNG2 

ウルフAT 
イミテ-ションは愛せない 

ディスクステーション10号 

ピーチアップ2 

ゲ■ム•ブロクラム 
今月は1画面7本を含む計12 
本。とくに『水道管11』(下の写 
真）と『いんどえいあんぶお一 
く あ 一』 がおすすめ/ 

ゲームのぞぎ穴はスペース• 

マンボウ、サーク、アークス 
IIなど。通り抜けできますは 
ファイナルファンタジー。 

3月号 
好評発売中/ 
特別定価 440R 

(本体427円） | 

■クスn 
最後の最後まで、かゆ 
ぃところに手がとどく13 

力強い攻略。モンスタ ~ 

—覧表も見逃せない。 

〇スペース.マンボウの最終ボ 

スの安全i也帯、み一つけ/ 

FAN STRATEGY 
戦国群雄伝で有能な武将が生 
まれかわっているころ、水滸 
伝では攻めてきた強者を捕ら 
えたりしているのであった。 

ル■ンワース ヴ 
いろんなやり方で、自* 

分なりの冒険ができるXx 
ニュータイプRPGを R±| 

分かりやすく攻略/ 7L 

維新の嵐聶 
シミュレーションゲーttA 
厶ゃ歴史が辞な人の！1® 
ために、マンガで攻略 
をトライ。西郷に注目。 

〇テトリス感覚で水道管のパー 

ツをつなげていく『水iitll』 

〇水滸伝の攻めてきた武将を一 

気に捕らえる技を紹介する/ 

MSXを拡張する 

MIDI 
入門 

口ードス鼉 
島戦記S 
ドラゴン8 
スピリット棚 

MSX.FAN 
新刊ご案内 

徳間書店 



注意/ 

.新彳乍ソフトをド〜ンとまとめてチェック// 
今gsのトビラは..^■ス_バー/ 

，オン4 〇!)イ乂一 ■.ジ冗r。とはいえ…，" 

ゲーム中のプレイヤーは、じろ 
おじいちや/1;なのですが…•••。さ 

て、今月紹介レているゲー0はぅ 
種もジャニ:..モさ’ 〇 • G久しぶ 
りにXI版のゲームち登場/移 
植中のコーナーち話題作満載だ// 

■発売元•ソフト八 
ウス各社のご厚意に 
よ0、今月紹介する 
ゲームをモニターブ 
レゼントします。応 
募方法は、P.48を見 
てください。 

ゲ■^ングヮ— 

スーバーハング•オン.R20 , 
スーノ《ーオデッセイ.R21 

AD&D®プール•オブ•レイディアンス.R22 

ファーサイドムーン.R23 

アルガーナ.R241 

紫禁城.R24 

D.WARS.R25 

帝都大戦.R26 

月刊ソーサリアンニュース.R30 
ギルガメッシュソーサリアン 
セレクテッドソーサリアン2 ___ 

媒体が略称のものは次のとおりです。 
3.5D—3.5インチ2D ディスク、3.5DD—3.5*T〉 
チ2DDディスク、3.5HD—3.5インチ21~10ディ 
スク、5D—5インチ2Dディスク、5DD—5イ 
ンチ2DDディスク、 5HD—5インチ2HDディ 
スク、ROM—R〇M力一卜1」ツジ 

•だだ今移植進行中//• 

•Soft Flash .…•” 

•R27 

R28 

•発売中NEWソフト揭示根 
♦蒙作ソフト発売予定表- 

一“ R41 
• "””•••“•身“4 ノ 

i£ST^ …*R42 

ィラスト/中沢数宣 



この7Tモシ□さ、保証しますつガ rx68000シズ[5HD] 8800円] 
■発売元/シャープ■発売中 

ス-パ■八ング•オン 
セガの体感ゲームでゲーセンに登 

場したバイクレーシングゲーム『ス 

_パーハング•オン』の移植だ。 

ゲームをスタートさせると、難易 

度別に4つのコースを選択する画面 

になる。ビギナークラスはコースも 

全部で6ステージと短く、カーブも 

少ないのでクリアしやすいが、エキ 

スパートクラスになると全丨8ステ 

—ジでカーブだらけ/まさにエキ 

スパート•オンリ_のコースなのだ。 達すると、スーパーチヤージヤーを使って 

操作は左右とアクセル、ブレーキのほか 324kmまでスピードアップできる。これを有 

に、アクセル全開にして最高時速280kmに 効に使っていくのがゴールするためのボイ 

ントだ。直線コースだけでなく、力 

ーブでもできるだけスーパーチャー 

ジャーで走るようにしよ'う（それが 

ムズいんだけど)。各ステージの最後 

にあるチェックポイントを一定時間 

内に通過できないとゲ_ムオーノ く一 

だぞ（324kmフルスピードで走って、 

Iステージだいたい30秒強で走れる）。 

気になる移植の出来は、これと同 

じようなタイプのレーシングゲーム 
〇ジュニアクラスをクリアしたと吉のエンデイング。各 
コースでエンデイングが違うのだ 

fre，i 執1>餘勤®I而oa国运sotaBil 

Oチェックポイントまであと少し/といラところだ。各 
ステージとも、平均30秒強で走りたい 

oaDasscg nssTfca 

琴.r^ri j 

Oコース選択後、ゲーム中の日GMを選ぶのだ。 
個人的には「WINNING RUN」が好き 

でスこ〇 
芒ピろ障 
る丨な害 
時ドる物 
間に。に 
がよそ激 
違つの突 
ろてとす 
ぞ復ぎる 
速のと 

『フルスロットル』がイマイチだったのでち 

よっぴり不安だったが、この『スーパーハ 

ング•オン』の移植^はI〇〇点満点0 BGMは 

MIDI対■応で、そちらのほうで聞くとゲーセ 

ン以JLの迫力./サイバーステイックにも 

対応しているぞ。 

f-ゲーマーの談黯-v 

「パイクの大きさがゲーセン版よりひとま 
わり小さ<なつてるけど全然気にならない 
ね」「とにか<よ<できている/ん「スピー 
ド感ノ \ツチUだもんね/ゲーセンで/ \マつ 

だ人は絶対買いだぞつ/j 

⑱(§)(§)像(§)(§)(§) 
V- J 

世界のス骞ぶ〇 s寒n/f 
SENIOR CLASS 世界各国の美しいクラフィックを背景にゴ EXPERT CLASS 

〇アメリカGP (全14ステージ)。最後の3ステ 
—ジはカーブだらけなので、ステージ11に突入 
したとき40秒以上残っていないと、ゴールする 
のは難しいだろラ 

BEGINNER CLASS 

〇ヨーロッパGP(全1Bコース)。序盤からもの 
すごいカーブが延々と続く。コースを覚えるま 
で何度でも走ろう。いつかかならずゴールでき 
る日がくるはずだ 

JUNIOR CLASS 

ールを目指すのだ/初心者はもちろんビ 
ギナークラスから始めることをオススメす 
る。エキスバートクラスは、まさにカーフ 
の嵐なのだ。 

〇アフリカGP(全Bステージ)。その気になれ 
ば、ノーブレーキでゴールできる。で吉るだけ 
スーパーチヤージヤーにして時速324kmのまま 
で走れるように操作しよう 

〇アジアGP(全10ステージ)。スーパーチャー 
ジャーで曲がれるカーブ、曲がれないカーブを 
しっかり覚えれば楽勝だ。できるだけブレーキ 
をかけないよう心掛けよう 
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SFの世界にどつぶり浸れるRPGなのだ デツ扮 
空間がねじまがってできた「道」と呼ば 

れる湾曲空間が発見された。それによって、 

それまでは短5巨離ワープによる移動しかで 

きなかった宇宙航法が大きく変化した。人 

類はあちこちの星系を調査すべく、無人探 

査船を送り出したが、aケンタウリに向か 

った「ガイア303」が、突然通信不能になっ 

てしまった。そこで、プレイヤーはこの調 

査のために最新銳宇宙航行艦「アルゴ号」 

で、aケンタウリにやってきた。 

まずは「ガイア303」を探し出すことが目 

的。4人パーティで3 Dダンジョンを冒険。 

アイテムを拾ったり、モンスターと戦って 

レベルを上げて……と、オーソドックスな 

〇アルゴ号の船内。その惑星の情報などを得る 
ことがで古る 

RPGだ。どのマップも結構大きいが、画面左 

下に7X7だけ表示（丨度通ったところの 

み）されるのて、、マッピングはラク。 

「FM TOWNS T CD-ROM「9700円 I 
■発売元/ウェーブトレイン■発売中 

〇最初のマップをクリアしたときのイベントグ 
ラフィック。「ガイア303」を発見したが…… 

このゲームの特徴は、3 Dダンジョンの 

中では「完全なリアルタイム」であること 

だ。モンスターもダンジョン内をウロウロ 

しており、戦闘も当然リアルタイムで、レ 

ーザー光線やミサイルが画面中を飛びまわ 

ってかっこいいそ'。効果音はもちろんサン 

プリング、BGMはもちろんCD。スミからス 

ミまでTOWNSのゲームだ。 

〇アルゴ号のシヤトルだ。転送装置があるので、 
いつでもどこからでもここに戻れるぞ 

〇アイテムはすべて地面に落ちているのを拾う 
ことになる。あつ、ここにも何かあるぞ 

電脳プラネタリウム 
も入って_だ// 
本物のプラネタ1Jウムの気分にひだれる 
天体シミュレーション。日時、緯度•経 

度の設定ができ、世界中のあらゆる場所 
の夜空を見ることができるのだ。星座名 
や星座線なども表示させることができる 
ぞ。まだ、天体写真をそのまま取り込ん 

だ実写モードなど、TOWNSならでは 
の機能もあるぞ。 

〇このソフトのスゴいところは、デジタイ 
ズされた天体写真だね 

とにかくUアルタゴムなので、もだ 
もだしていると背後から襲われるこ 
ともあるぞ。レーザーよりミサイル 
のほうが強力だが、シヤトルべ戻ら 
ないと補給できないので残量に注意。 

M^YMIR MASHY 

〇レーザー、ミサイルをうまく使いわけて、でき 
るだけ早く倒すのがコツ 

—ゲーマーの談話室—^ 
「効果音がSFアニメみだいでかつこいい 
ね」「全体的にSFの雰囲気がよ<出てい 
る/オートマッピングなのはいいけど最初 
からダンジョンが複雑すぎるような気がす 
るなj「イベントがちよつと単調かな9」 

⑱⑯⑱⑱⑱虎 



失われだフランの栄光を取り戻せ 
ADSD® 

プ■ル•オフ，•レイデイアンス 
かつて、「月海」と呼ばれる内海戦るの(p 

の北岸にフランという者[5市があっ ^ ^ p + 

た。この都市は、数千年前に最盛卜、冬経X 

期を迎えたが、今では荒廃してし 「意疆乂 

まつている。今日のフランは、言平 顏装孕 

議会を中心とする新市街と、怪物 ，寶古 

の住む旧市街との間で対立的売い ^ i - 

ており、評議会は旧市街を取り戻 く見在 

すため、勇敢な冒険者を募っていた。 職業、属性を選ぶと、キャラクタのデータ 

「匕ーロー.ォブ.ランス』に続く、人気テーが表示される。そうしたら、名前をつけよ 

ブルトークRPG『AD&D®』の第2弾。う。おもしろいのは、顔と体のグラフィッ 

今度は、君の手でかつてのフランの栄光を クが選べること。結構どの顔もキヨーレツ 

取り戻すのだ。 なものがあるそ'。ちなみに、データが気に 

まずはキャラクタの作成。種族、性Slj、 いらなかったら、選び直すこともできる。 

〇武器屋のオヤジは意外と親切。ここで冒険に 
必要なものをそろえよラ 

〇キャンプ中の画面。休息することでHPは回 
復するそ。セーブをするのもキャンプ中だ 

★ ★★★★★★★★★ 

最初の仕事は 
スラiiの怪物を 
一掃爹沉と 

IX—ティが最初に任される仕事は、 
フランの街の西側にある、スラム 
地区の怪物を一掃すること。まあ、 
まだ弱いパーティだから、経験値 
を稼ぎがてら、じつ<«0やろろ。 
ただ、卜□ールたちは、ちよつと 
手強いかも……。 

〇見事、戦闘に勝利/後には、宝物 
が残る。お金や宝石、武器などを手に 
入れることができるのだ 

冷 

玲 

冷 

冷 

冷 

冷 

玲 

★ 4ギ苓筝苓¥4筝夺岑筝筝筝苓岑旱辜4奉芊筝筝ギ+ 

PC-8801 mk ii SR シリーズ 5D 
PC-88VAシリーズ 5HD 

9800円 
PC-9801シリーズ 3.5-5HD 
XIturboシリーズ 5D 

■発売元/ボニーキヤニオン 
■発売中(88版、X1turbo版は発売日未定） 
*画面は98版のちのです 

〇ここは評議会の建物の中。左の扉を開けると、 
任務を与えてくれるオバサン（7)がいるぞ 

キャラクタを作り、パーテイを組んだら、 

街の中心の評議会に行ってみよう。そこで 

パーテイに任務が与えられる。これには、 

「〇〇を捜し出せ」とか、「怪物を全滅させ 

ろ」など、いろいろなものがある。その任 

務を無事果たし、また評議会に戻ってくる 

と、報酬（お金、織貪値）が得られる、と 

いうしくみだ。そして次の任務が与えられ 

る、といった感じでゲームは進んでいく。 

マップ表示は、街などは3D、荒!?は2 

D。戦闘は、それぞれのキャラがアイコン 

で示され、それを動かして戦う。このごろ 

のR PGにはよくある方法だが、うまく戦 

わないと、なかなか勝てないぞ。 

そして次の任務へ… 

〇スラムの怪物をやっつけたパーテイは次の任 
務へ。行先は河の向ころのソーカル砦だ// 

やフ〇 
らの砦 
不白の 
穏骨中 
な死に 
雰体入 
囲がる 
気/と 

なェ 
にル 

*-1 ー ノーの談 IS*至-\ 

「やはり本格派、おもしろいJ「RPG好き 
にはこたえられないね」「だだし戦闘とかの 
遅さが気になつだ」「VMだとツラいj「操 
作性もいまいちj「でも、任務を遂行するご 
とにのめりこんでい<のは確か/j 

⑱⑱®⑱激您 
©1988,1989 TSR.Inc. All Rights Reserved. 
©1988.1989 Strategic Simulations.lnc. All Rights Reserved. 



より強い戦闘機を作って地球を守れ/ 
地球防衛軍II 

前作「地球防衛軍』から12年後のお話。 

またもや未確認の敵「UE」が地I求侵略に乗 

り出してきた。それも、いつの間にか月面 

裏側に前線基地を構築していたのだ/ 

ゲームの基本的な部分——戦闘機を設 

計•組み立て•発進させ、あとは戦いを見 

守るだけ-(ま前作と変わらないが、さす 

がに「II」だけあって、システム、グラフィ 

ックともに大幅バージョンアップ。今回は 

ilh戦もあり、よりおもしろくなっている。 

戦闘機を作るセクションのほかに、それ 

を支援するセクションが追加された。また、 

データベースの採用により戦闘機の設計図 

を数十個記憶できるようになっている。 

ひたすら敵を追撃するもの、敵基地にビー 

コン（発信器）を落とすもの、基地攻撃の 

すこめのポーン(ロポット）を搭載したもの 

など、いっぺんにいろいろな用途の機体を 

作り、発進することが可能なのだ。 

アナログRGBに対応したグラフィック 

地球防衛軍6つのセクシヨン 
地!■二卜6] 宙警戒観測所删_画: 

月面に6つある前線基地だ。ここでデータべ 
ースの股8t図に従って戦闘機を作0、発進さ 
せる。この6つの基地が敵□ポットによって 
優略されだらゲームオー/ \一だ。 

敵味方の戦闘機の軌跡を教えて<れる観測所 
で、地球上にある。これから出擊とい〇とき 
に敵が目の前にいないか、味方の機は目標に 
向かつているかなどの確認に大いに役立つ。 

体設計部[画贏 

機体の股計をする。パーツをフレームに鼉い 
てい<だけだが、必す搭載しなければいけな 
いものや対になつて慟<ものもあり、まだ搭 
載壤所にち制限があるので無茶はできない。 

フトウェア部™IE1 

敵と遭遇しだら戦^か逃げるか、などをプロ 
グラミングするところだ。基本コマンドの組 
み合わせだけでも〇Kだが、マイク□コード 
といろもので細かい設定もできる。 

載部品研究所[UMWW 

パーツの改良•開発を行ラセクシヨンで、地 
球上にある。なにを誰に担当させるか、どれ 
だけの予算を組むかがポイント。しかし開発 
に日数がかかり、あまり役にだだないI? 

道ステーション[DEPOT 

月面基地のパーツが不足したらここを呼び出 
し補充する。しかしステーションのストック 
にも限りがあるので、各基地への配分はムダ 
のないよろにしだい。 

PC-9801シリーズ 3.5-5HD 
9500円 

X68000シリーズ 5HD 

■発売元/アートデインク 
■発売中(X68K版は4月中旬発売予定） 
*画面は98版のものです 

〇自分の作った戦闘機がプログラムどおりに動 
き、敵機を落とすのを見るのは気持ちいいそ/ 

も美しく各情報が見やすい。部品がスッと 

動き機体が組み上がるさまも見どころだ。 
データベースをめくり部品や機体を選択 

するところは、いかにもコンピュータを操 

作している感じだ。マウスによる操作彳生も 

上々で、どっぶりとのめり込めるだろう。 

〇月の敵基地をすべて破壊したら、次は火星で 
の戦いだ。そして木星、土星と舞台は移る 

jImUボーンと呼ばれる□ボットが基地に降下す 
] ると地上画面となり、ボーン同士の地上戦 
3 I-が始まる。オートパトルとなり、攻撃、防 

御の選択ができる。基地のボーンが全滅す 
るとその基地は侵略され消えてしまうのだ。 

はn 
□ TI1 

1C： 0 \z 
よ求tK 

llj る I I 
戦ンン 

1_ぃた:隆 

て基I 
お地ン 
こにが 
•5も攻 
ポめ 

丨て 
mBI調し",11"…IWBP"I•仙两，山,I.,に•“!.I”"'1山,‘闕."mI.B山‘,11"…!…,,I..し,.,闕 

■ゲーマーの談話室- 
「い<つも戦闘機を作って試せるのがい 
い/敵味方の基地が向かい合って配置され 
ているのが不自然だ」「ラ〜ん勝てない/」 
「もろちよつとやさし<てもいいのでは 
「難易度の選択ができればよかつだねj 

(§)(§)⑱趣(§)璦 
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Oサルーンの城からスタート。魔法を使3ため 
には/ど3やら首飾りが必要らしい 

' .二 

それを悪用す 

リレラによって 

:〇再び平和を 

\ある日、ゥ 

卜はないはずの 

)た。そして、 

£のキャルラの 

そこで登場するのがサルーンの王女アル 

ガーナ。じつは、アルガーナとその兄ファ 

デイスの魔力だけは残されていたのだ。ア 

ルガーナは、ウイザルドを倒しサルーンに 

平和を取り戻すため戦うことになる。 

ゲームは、体当たりで敵を倒していく夕 

イプのアクションRPG。もちろん「魔法」を 

iii _ 
—li fl I [i 

m 逊 m 議 m up丨 
及11 _ m 他 ® p 1! 
n:苗 

〇となり町への通路が 
土砂でふさがっている。 
戻って違う道を通るし 
か方法はない 

〇ここの画面は5重ス 
クロールしている。あ 
ちこちで多重スク□一 
ルしているのだ 

沒入'^^:つ:锭- 

| XIシリーズ | 5D | 6800円1 

■発売元/ソフトベンダー武尊■発売中 

〇兄フアデイスの城の地下にいるボスキヤラ0 
倒すまで外に出ることはできないぞ 

編化.|玲く:輪;♦祕涵系炉 

SS^^pSSSSSS£iVffiHH|^^^^S> 

Ifi—攀___ 
を 

使うこともできるが、そのためにはあるア 

イテムが必要だ。まずは、そのアイテムを 

手に入れることが目的。イベントが多く、 

会話を中心にゲームは進んでいく。 

-ゲーマーの談話室- 

「まるで『イー〇』と『〇ーサ〇ア〇』を 
足して……j「でも、いろんなイベントがあ 
つておもしろかつたよ」「アクション苦手で 
も十分遊べるし」「キヤラが小さかつだか 

な」「ちなみに巳GMは古代さんです」 

⑱⑱(§)濟(g) 650/ 

AURA 

久/7にXIだけのオ1」ジナルゲーム登場 

アルガーナ 
M. N. Mソフ 

トウェアさんの 

デビュー作。X 

I版のみの発売 

で、しかもこれ 

がX丨版では最 

初で最後の作品という貴重（？）なゲームだ。 

舞台は女神キャルラによつて創り出され 

た魔法の国サルーン。以前はすべての人が 

旧ill 川川川川II川HiinmiHimmumMumuM 川 uuui川 

鼷I 

111»y"iii pk. 

尸菩妾苗置_ 
!ぐ..'.:；：：：•： ：：：：：■：：：•：；>：；■-：：： ■■モシ.：：；：:へ：ン... 

魔法を使うことができたが、 

る者たちが現れたため、キャ 

魔法は消し去られてしまった 

取り戻したサルーンだった力 

イザルドという男が現れ、今 

魔法による事件が起こり始ダ 

ウオルビスのネ申殿にいるは1" 

姿も忽然と消えていた……。 

難解な純粋思考型/ \°ズルゲーム PC-8801 mk ii SR シリーズ 5D 

PC-9801シリーズ 3.5-5HD 

MSX2 3.5DD 

〇画面上には麻雀牌がいっぱい。キャラクタを 
動かしてゴールを目指そろ。「発」は邪魔牌ね 

麻雀牌を使ったパズルゲームはたくさん 

あるけれど、追い撃ちをかけるように（？） 

またまた新顔が登場。牌を壊してゴールを 

目指す『紫禁诚』だ。 

画面には、たくさんの麻雀片卑とゴールの 

扉がある。プレイヤーは画面上のキヤラク 

夕を動かし、牌を壊して道を作り、ゴール 

に入れば丨面クリア。牌の壊し方は、同じ 

ネ重頃のものをくっつければ〇 K。2つとも 

■発売元/スキヤツブトラスト■発売中 
※画面は88版のちのです 

牌金::わせ// 

1)P疆繼 
©〇このようにズズズツと牌をくっつけよう。 
するともろくもくずれさっていくのだ 

ガラガラツとくずれて道ができるぞ。でも 

それをジャマするのが、牙卑（動かせな 

い牌）だ。この邪魔牌に普通の牌をくっつ 

けてしまうと、その片卑まて牙_卑になって 

W 〇人々の魔力を消し去 
るキヤルラと、突然現 

れ魔法で人々を苦しめ 
るウイザルド 
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捕らわれの美女を救し、出せガ 
ウオーズ デイ 

[^09801シリーズ |i5.5HD 1=3800円] 

■発売元/ソフトプラン■発売中 

〇ここは最初の迷宮。お一つと、左にあるガイコツは伺だT5 

『ピンク•ショック•パイレーツ』に続く、 

ソフトブランの3800円ゲーム第2弾が出 

た/今度は、勇者になって美女を救い出 

す、というRPGっぽい（？）ゲームだ。 

ある日、アジブ軍曹が王妃の入浴シーン 

をのぞき見していたら、王様に見つかって 

しまった/王様はアジブの命を助けるか 

わりに、条件をもちかけた。「地下に住みつ 

いたドラゴンが、地Jiの美女をさらっては 

裸にし、それを眺めているらしい。ぜひ、 

その美女たちを助けてほしい」と。 

君はアジブとなり、部下II人（いろいろ 

な職業の者がいる）をつれて、±也下迷宮に 

挑むのだ。シミュレーションに似た単戈闘シ 

-ンでは、味方キャラを操って、敵をやっ 

つけたり捕虜にしたりしよう。捕虜は、味 

方が捕らえられたとき、交換に使えるそ。 

味方キャラは、それぞれアイテムを持って 

いるので、それをうまく使うことが戦闘に 

勝つコツだ。そして、迷宮の奥に捕らわれ 

ている裸女（/)を救い出せば、I面クリ 

がさで〇 
んんも迷 
ばのこ宮 
れ裸のの 

'女先奥 
ァが' の 
ジいま裸 
ブるだ女 
//らまを 

しだ救 
いた出 

了端キ〇 
すのヤこ 

女をが 
をろ戦 
助ま闘 
けくシ 
れ動I 
ばかン 
戦そ 
闘う自 
は°分 
終右の 

いし鍵〇 
いて穴こ 
気るのれ 
なモ奥は 
もンに第 
んスはe 
だタカの 
? Iラ迷 
が才宮 j ° 

第ニザ—“» 
:|ルフ1；たマ 
第ニゲームの目的は、捕虜をだ<さ 
ん捕まえること。敵の背後にまわり 
こむと、その敵を捕虜にすることが 
できる。いかに敵と接触しないか、 

ァ。迷宮は全部で101固あるぞ。 

このゲームには、今まで説明した第ーゲ 

—厶のほかに、捕まえた捕虜の数を競う第 

ニゲームがある。こちらは3人まで遊べる 

から、みんなでプレイすれば楽しいそ'。 

逆^^^^^放 

-ケー：7—の談游一 
「女のコを探して助けるだけつてのがちよ 
つと単調だな」「ちつとイベントがあればよ 
かつだのにね」「システム的には『ピンク• 
ショック〜』とほとんど同じ」「まあ、3800 

円は安いだろろ」 

⑱⑱(§)(§)(§) 

〇次にここも邪魔牌にして、'スツキ〇下に持ってきた牌はほっといて、 
リと道を作ろう パンダの下の牌を左に動かして壊す 

0パンダが邪魔牌。まずはここの牌 
を邪魔牌にするのがミソ 

れが1面勿 ネックになるのは、邪魔牌の存在。「壊れだ」と思ってr 
も、となりに邪魔牌があると、壊れるよりも先に、動か 

/しだ牌が邪魔牌になってしまろのだ。ここらへんの感覚 
を養うよラに。試しに、1面の解き方を載せてみたぞ。 

しまい、へ夕をすると身動きがとれなくな 

つてしまうのだ。 

面数は全部で50。面セレクトもできる 

が、I面からとっても難しいので、心して 

かかるように。また、丨〇面ごとにスペシャ 

ルステージというものもある。ここでは片卑 

の壊し方にちょっとしたヒッカケがあって、 

さらに難しくなっているのだ。 

〇あとはカンタン。上に動かして壊 
せば、ほらゴール// 

-ゲーフーの談話室- 
「邪魔牌が本当にジヤマなんだな/あと一 
歩でゴールというところでこれに泣<こと 
がよ < あるもん」「ルールは単純だし、バズ 
ル好きはハマるね」「だけど難しい/J「え 
一、そんなに難し<ないと思〇けど」 

⑩⑯㊣ 
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(Dシステムソフトカレンダー 
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では!Sブしセしトコーナー 
今月はアイレムさんとシステムソフト 

さんのご厚意により、1990年のカレン 

ダーを2種類フレゼントします。ご希 

I®アイレムカレンダー 
〇〇アイレムのゲ 
—センゲ_厶のイ 

1ラスト入り 

望の方は、はがきに欲しいカレンダー 

の番号、郵便番号、住所、氏名を明記 

の上、次のあて先まで。亍105東京者15 

港区新橋4—10—7 TIMテクノボリ 

ス編集部3月号G.W.P.係0締め切り 

は3月8日必着。発表は5月号です。 

U 
〇第一章の主人公、 
鳴滝純一。加藤保 
憲にさらわれた由 
香理を助け出すた 
め戦ラ 

ズベルト大統令淨兄殺がメイン。それに帝者15 

破壊をもくろむ長い顔の男、魔人•加藤保 

憲の暗躍がからんでくる。そして、ゲーム 

の目的は、もちろん帝者15を救うことだ/ 

1月号G.W.P.当選者発表(敬称略） 
『ワンダラーズフロムイース』 
ノート&レポート用紙 
®セット 
栗原大輔（埼玉県）吉井秀和（東京都）前多裕史(石 
川県）隋地史智（和歌山県）山崎繁（大分県） 
⑬セット 
五十嵐龍也（福島県）内山公久（新潟県）細野里香 
(愛知県）吉浦友秀（大阪府）井崎正徳（熊本県） 

©セット 
池田悦典（群馬県）太田義行（千葉県）伊藤玄悟(神 ( 

奈川県）野□孝利（岐阜県）西岡久繕（和歌山県） 
◎セット 
吉川壮途（茨城県）藤松大（滋賀県）板垣友紀（三 
重県）上枝道正（京都府）舞山雅宏（福岡県） 

CDたから箱 
藤浦康也（北海道）上川喜裕（埼玉県）岡田正雄(神 
奈川県）井上興平（大阪府）宮原正樹（宮崎県） 

»#參拳##••參書##參•❹•參 

〇帝都全壊をもくろむ不死身の魔人、加藤保憲。 
東洋のあらゆる秘術に通じ、式神を操る 

綱と®驄い/ 
式神とは、陰陽師が使役するという使い魔。単 
に式とも呼ばれ、式神を放つことを式を打つと 
言ろ。式を打たれたらよ0強い式で対抗しなけ 
ればならないが、まあこのゲームの中ではそん 
なだいそろな代物でな<たんなるやられキヤラ 

〇このマップのど 
こかに加藤が潜ん 
でいる。捜し出し 
て倒すのだ 

〇加藤保憲の操る 
式神との戦い。背 
景の色が青になり 
巳GMも変わる。 
結構、手強いぞ 

ゲー7—の談話室- 
「TOWNSだけあって画面がキレイj 

けどなんか物足りないなあj 

かりに<かったけど……/小説を読んでか 
らやると混乱しちやろV"もつとスI-一U- 
や設定が詳し<ゎかるとよかつだね」 

⑱ 

その昔、日本が大日本帝国と名乗ってい 

たころ、東京はもちろん東京であったが、 

帝国の都であることから帝都と呼ばれてい 

た。というわけで、このゲームの舞台は、 

現在の東京にあたる。 

ゲームは、第一章「復興と再建」と、第 

二章「闘争と破壊」、帝都建築博物史「聞ヶ. 

コノ躍動の響キヲ」の三編で構成されてい 

る0第一章、第二章とも、B央画の画®を取 

り込んだコマンド選択式のA VGだが、戦 

闘シーンやH PがあるなどR P G的な要素 

も含まれているぞ。 

ストーリーは日央画がもとになっていて、 

第一章が「帝都物語」の震災による帝都崩 

壊と再建、第二章では「帝都大戦」の太平 
洋戦争雜における日本軍の奇策と、ルー 

原作や映画を知つてしヽると、より楽しめる 

帝都大戦 
〇『大戦略』の戦車 

や戦闘機の写真入j 
り卓上カレンダ—1 

•#•♦••••••• 

〇第二章の主人公、中村雄。 
帝国陸軍の手による霊的改造 

人間。強力な霊能力を持つ 



ワープしなければ他の国に行けなかった)。 

また、『I』では文字でしか表示されなかっ 

た町の中は、『II』のように歩き回れるよう 

になっているぞ。 

ィル•ナ•ノ ーグ』88版0 

まだ、戦闘シーンは実際に 

プレイすることができない 

が、シナリオ作成から、町 

やマップ上を歩き回れるバ 

—ジョンが届いたのでお見 

せしよう。ゲームシステムは、98版の『I』 

と『II』をあわせた感じになっている。た 

とえば、全体マップは『I』と同じで、特 

別な場所（山に囲まれた町とか）以外は歩 

いて行けるのだ（「II』は境界線があって、 

移植 
今月はスペースの都合で新着情報のみ。 

まず、『ワンダラーズフロムイース』（日 

本ファルコム）X68K版が、3月24日発売 

決定。それから、『II』の企画も順調に進ん 

でいる『サーク』(マイクロキヤビン）のX 

68K版が、3月下旬発売の予定。このシナ 

リオやグラフィックは、MSX2版がもとに 

なるということだ。そのほ力、、『ルーンワー 

ス』（T&Eソフト）98版が4月ごろ。発売 

日未定のものでは、『ブライ上巻』（リバーヒ 

ルソフト）X68K版、TOWNS版の移植が 

決定した。 

9しダラース1X1Uイ_ス^^^91 
PC-8801 mk IISR シリーズ 5D 
PC-9801シリーズ 3.5-5HD 

8700円 
X68000シリーズ 5HD 
MSX2 3.5DD 

麵発売元/日本ファルコム■発売予定/3月24日 

0テイグレー採石場のボス、デュラーンだ。色 
合いや大きさが他機種とは違ろ 

ついに日本ファルコムがX68Kのゲーム 

を発売するぞガそう、あの『ワンダラー 

ズフロムイース』が、X68Kで遊べる 

のだ。シナリオ面では他機種とまったく同 

じだが、さすがX68Kだけあって、スクロ 

ールが滑らか/ そのほか、グラフィック 

やBGMが少し変更、追加された。とくに後 

半のグラフィックはオリジナルの部分が多 

く、88などでプレイしたことのある人でも、 

かなり新鮮に遊べるであろう。 

さて、気になるのは、日本ファルコムが 

今後もX68K版のソフトを発売するか？で 

ある。企画部長の井上さんの話では「う一 

ん、そうですねえ……」と、まだ何とも言 

えない状況というのが本当のところらしい。 

〇プロミネンスは、ますます太くなってアドル 
を襲ってくるそ/ 

テイIレナ•ノ，•ヴ 一禁断の塔 
PC-8801 mk II SRシ1 J ーズ"|5D 「8800円1 

■発売元/システムソフト■発売予定/3月 

〇〇シナリオ作成中画面。 
妖精が左から右に移動し 
終わると完了。シナリオ 

1本の作成に約30分所要 

またまた発売?^延 

びて3月発売予定と 

なってしまった『テ 

■ 

ただいまシナリオを作神です 
しばらく純ちくだきい 
[)234-567891 

gfi? 

\VWORITD 

〇町の中の店などは、『n』 
に近<なつていて、こん 

なふ-つに表示される 

〇こちらは「女性」を選 
んだ場合。ちなみに昍版 

同様、酒場は夜のみ開店 

〇戦闘シ—ン。敵を集中 
攻撃したり、個別に行動 

させるなど98版と同じ 

〇「男性」を選んだ場合、 
プレイヤ—キヤラのグラ 

フイツクも男の姿になる 

098版ではできなか 
つたが' 昍版ではプ 

レイヤーの性別を選 
択できるようになつ 

ているのだ 
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新作ゲーム先取り/- 

Soft Flash 
余このコーナーて紹介している画面は開発中のものです 

ここしばらくMSX2版の新作が少ない。 

88、X68000版はボチボチといろ感じで、や 
つばり98版が一番多いよ5だ。今月の目玉 
は『ポピュラス』と『バブルボブル』。どち 

らもユーザー待望のゲームだ。そろいえば 

『サンダーブレード』も発売間近とか……〇 

ボピュラス 
PC-9801シリーズ 3.5.5HD 
X68000シリーズ 5HD 

■発売元/イフジニア■発売予定/3月下旬 
※画面は98版のちのです 

統一させるとい ぞ。その力を利用して天変地異を起こし、 

うもの。まず、 悪魔の種族を滅ぼすのだ。 

山を切り崩した 地形は、草原や氷原など4f■頁。対コン 

り海を埋め立て ピーユータ、2人プレイ、パソコン通信で 

て平らな土地を の2人プレイが可肯氐 

ヨーロッパで大人気の『ポピュラス』が、 

ついに移^直される。それもパソコンゲーム 

初挑戦というイマジニアさんからの発売だ。 

ゲームは、全能の神であるプレイヤーが、 

地上で対立する2つの種族の一方に力を貸 

し、地上世界を 

造っていくと、人間はどんどん家を建てて 

いく。それにつれて人口も増え、地震や津 

波を起こすことができるようになっていく 

バブルボブル 
1X68000シリーズ「5HD「価格未定1 

■発売元/電波新聞社■発売予定/3月上旬 

待望のX68K版『バブルボブル』が、ゲー 

セン版からの移植力No. Iの電波新聞社から 

ついに発売される。 
バブルンの口から吐き出さ 

れる泡で敵キャラを封じ込めて蹴っ飛ばし、 

全員やっつければ丨面クリアという、何と 

も簡単なルールのアクションゲーム。全 

100®で、さらに 

裏面が10晒用 

意されている。 

その単純明快さ 

と愛くるしいキ 

ャラに人気があ 

り、女のコでも 

手軽に楽しめる 

ゲームだろう。 

湘南伝説 

PC-8801mkiiSR シリーズ 5D 
7800円 

MSX2 3.5DD 

■発売元/ビクター音楽産業■発売予定/2月23日 

「赤い星」-誰よりも速い走り屋とし 

て、湘南では誰もがその名前を知っている。 

しかし、彼をリーダーとするチームを、関 

東一円にまたがる巨大組哉「ヨコヤマ連合」 

がつぶそうとしてきた……。プレイヤーは 

「赤い星」となり、自分のユニットを操っ 

て、HEXマップ上の敵本部に進入、中にいる 

敵総長を倒すのだ。 

シナリオに沿って用意されている10ステ 

ージをクリアすると、エンデイングを見る 

ことができる。人間同士で対戦するV Sモ 

—ドもあるそ'。入門用というだけあって、 

わかりやすく、プレイしやすいSLGだ。 
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グランデイフロラ厶 
グランデイフロラムは妖精たちの總郎。 

この国に住む心やさしい妖精たちは、モン 

スターたちを付>間に迎え平手口に暮らしてい 

スタート時に、プレイヤーは何をしたらい 

いのか一fc刀知らない。タマゴに閉じ込めら 

れた村人（妖精）たちを助けたり、モンス 

[^68000シリーズ15HD 17800Pf| た。そして今、この国に人間がやってきた。夕一と戦いながら目的を探していくことに 

■発売元/コムバック■発売予定/2月下甸 その人間というのがプレイヤーだ。ゲーム なるのだ。出会ったモンスターや妖精のテ 

ンシヨン^!(こ 

の値が上がると 

攻撃してくる） 

に';主意して、戦 

ったり仲間にし 

ていく、3 Dの 

R P G だ0 

谷川浩司の将棋指南III 

「PC-9801シリーズ「3.5.5HD 7800円1 

■発売元/ボニーキヤニオン■発売予定/2月21日 

あの『谷川浩司の将棋指南』シリーズが 

さらにパワーアップ/今回は、最高2級 

程度の腕と対局できる本将棋と、そのほか 

㈡射其の駒を使つた遊びとがある。 

本将棋は、一手戻しや、再現、セーブ. 

口ード機能があるから、じつくり研究し、 

本格的に強くなりたい人にはピッタリ。付 

録に、2冊の谷川流戦術書もついてくるぞ。 

駒を使った遊びには、詰め将棋sミステ 

リー将棋^スロット将棋Nはさみ；!孕琪の4 

つがある。ミステリー彳耕其は、相手の駒が 

見えない状態で対局する本将敗スロット 

)1羽其は、スロットの目の駒だけ動かすこと 

ができる本将棋だ。こちらはちょっと変わ 

った遊び方をしてみたい人にオススメだ。 

四川省 

I pc-9801シリーズ"!媒体未定r価格未定1 

■発売元/アイレム■発売予定/3月上旬 

二の『四川省』は中国4000年の歴史が育 

んだパズルゲーム。画面上のすべての麻雀 
牌をすべて裏返せば丨面クリアという、単 

純だが奥の深いゲームだ。ゲーセンにもあ 

ったので、知っている人も多いだろう。 

同じ絵柄の牌を裏返じa、けばいいという 

一見簡単そうなルールだが、ちょっと複雑 

で、①その裏返したい同じ絵柄の2つの牌を 

結ぶルートは、表になっている牌の上を通っ 

てはいけない②ルートは2度曲げることが 

できる、のルールを守った上てfiわなけれ 

Et I 
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05 
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ル Mill 
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i il iB ㈡ !卓 

1 t i 
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ばならなし、のだ。丨プレイだけでなく、2 

プレイや卜ーナメントモ_ド（時間制限つ 

き）などのモードがあり、いろんな楽しみ 

方ができそうだ。 

うネ亥!燃米哨俞入言十画に卷き込まれてしまう。 

というわけで、彼はこの組織の連中に果敢 

に立ち向かっていくのだ。 

基本操作はキックとパンチ。ジャンプし 

たりしゃがんだりして攻撃をかわしながら、 

迫りくる敵キャラをやっつけよう// 

単騎狼•ウルフ*A1 

「MSX2l 3.5DD「6800円 | 

■発売中/テクノポUスソフト 
■発売中 

テクノポリスソフトのオリジナル•アク 

シ ョンゲームだ。病弱な妹のために、どん 

なに危険な仕事でもこなすトラック里予 

良P—ウルフ。彼は、秘密結社「XX 

X (スリーエツクス)」がもくろむA T 

(アトミック.トランスポート）とい 
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(30) MONTHLY SORCERIAN NEWS 2月8日 

mmm 
編：i 

になっていて、そこから上の階や地下（地 

下室が何か所かあるらしい）へ行くことが 

できる。屋上では、何かがいて攻撃を受け 

るが、目に見えないのでどうすることもで 

きない。時計塔の管理をじているサントリー 

二の話によると、 地下に住んでいる魔女の 

テキーラが何か知っているかもしれないと 

いうのだが……〇 

ダへ於〆、' f 1111[lljH 

双 
シユメ ール街道で、奴隸狩りが多発して 

いるという。ソーサリアンたちは、さっそ 

くその原因究明に乗り出した。しかし、途 

中、街道沿いにある時計塔に、魔物が住み 

着いているらしいという奇妙な噂を耳にし、 

彼らは近くの家の人から情報をえて、時計 

塔へとやってきた。 

塔の内部は、機械室が複雑な迷路のよう 

〇時刻調整用の鎖。これを引<と時間の流れが 
おかしくなってしまラ。とりあえず引いてみろ 

〇機械室の中は、複雑な迷路のよろになってい 
る。歯車を伝って上や下に行くのだ 

リニ槽のナルキッソス f 

ペルシャ湾に面したラルサの岬では、村 

人が誘拐されるという事件がし、くつも起こ 

つていた。そのときちようど;巷に停泊して 

いた、ナルキッソス号の船長コーラルが、 

誘拐犯人として疑われ、今にも吊るし首に 

されようとしていた。しかし、事'清を聞い 

てみると、疑問な点がいくつかある。ソー 

サリアンたちは、役人に頼んで2時間だけ 

処刑を待ってもらい調査を始めた。 

ロープを伝ってガケを登り、ラルサの村 

へ向かったが、そこには誰もいなかった。 

また、城のような廃墟もあったが、中は迷 

路のようになっていて、何もみつけること 

はできなかった。潮が満ちて行けなかった 

ガケの反対側の入江に、潮が引くのを待っ 

て行ってみた。すると、そこには……。 

今月は、突然2月に発売されること 
になつ汔ニューシナU才集『ギルガ 
メッシュソーサ|Jアン』の5本のシ 
ナリオと、『セレクテッドソーサリア 
ン2』のゲームを進めるうえでのポ 
イントを紹介するぞつ/ 

〇ガケの上には城のような建物が……。城の中 
にはドアがたくさんあって迷いそう 

〇村人は、子供たちと先生しか残っていなかっ 
た。彼女らはある所に隠れているのだ 

緊急発売のニューシナリオ集をレホート/ 

事ルガX，シ3 
PC-8801 mk IISR シリーズ 5D 
PC-88VAシリーズ 5DD 
PC-9801シiJーズ 3.5.5DD 
XIturboシリーズ 5D 
※『ソーサりアン』ゲーム本体が必要です 
■発売元/ソフトベンダー武尊 
■発売予定/98版は2月9日、88SRJ8VA版は2 

月2阳、XIturbo版は3圬上旬 

〇食事を持つてこない 
と、サントリーニには 

会えないのだ 

〇時計塔の管理人サン 
トリ—二の妻ニツカ。 

まずは彼女に会お|つ 

〇ロープを伝つてガケ 
を登つていくと、途中 

にモンスターが▲ 

〇船長のn—ラルは、 
今にも絞首刑にされよ 

ラとしていた 



MONTHLY SORCERIAN NEWS (31) 

復霤の黒き晰； 
はるか南の国ルドニアが、機械魔神ソド 

厶とゴモラによって滅ほ'されてしまった。 

その噂を耳にしたソーサリアンたちは、さ 

っそく魔神がいるというバドの要塞に忍び 

込むことにした。 

バドの要塞では、世界中から連れてこら 

れた人々が、強制労働をさせられていた。 

彼らは魔法のかかつた足かせをはめられて 

いて、自由に身動きができないゼt態にあっ 

た。しかも専用のカギがないと、この足か 

せは外*すことができないらしい。 

ソーサリアンたちは、ペンタウアから連 

れてこられたという親子から、魔神の正体 

はロボットであることと、足かせのカギは 

1守軍ボイドが持っているということを聞き 

出すが……。 

途中いろいろな事件に卷き込まれながら 

も、ソーサリアンたちはついにシュメール 

国王の居城にたどり着いた。しかし、彼ら 

はそこで、シュメールとペンタウアの民の 

呪われた過去を知ることになる。 

城の門は堅く閉ざされ、中に入ることが 

できない。辺りを探すとマンホールの丨つ 

が開いたので、ソーサリアンたちは中に入 

ってみた。どうやらこの地下通路は石油で 

満たされているようだ。城への入口がない 

か探したが、すべて行き止まり。バルブの 

並んだ部屋があったので、それを操作して 

みると、ある組み合わせのとき光のバリア 

が弱まり、城に入ることができることがわ 

かった。まんまと城に忍び込んだソーサリ 

アンたち。いよいよクライマックスだ/ 

〇マーヴアルとクールの様子を窓の外からのぞ 
いているソーサリアンたち 

〇ここにいる女は何者だ7あまり友好的では 
ないよラだぞ 

. 

m I ^ ? JV Wi r•: - n 
r:,■•西 ノ： 國 fm m' \ 
挪■.湖—航娜 < 臞 t*.1 ^ p想.’:航淑5.嘴綠讥:u;I.；r，”….... 

一】靡挪娜派漏.娜j齡綱册撕:挪網瓣勝撇_] 
守：w,•娜職麼，棚額‘晒痛綱•柳•仰’所.,fm' tn 
职鄉嘛綱痛•繼權丽‘細:網卿 

〇人影を見つけたので追っていったのだが逃げ 
られてしまった。敵ではなさそろだが…… 

〇コイツがボイド将軍だ。魔神をあやつり、ソ 
—サリアンたちを攻撃してくるのだ 

—i.iTr I. r iHSt 
〇城の内部に、たくさんのパルプがあつた。パ 
ルブの組み合わせにより、あるドアが開く 

〇神官のブロイムが登場。神官は全部で3人い 
るのだ。さて、どう戦3か…… 

ドワーフたちの住むイヴァラードの村が、 

何者かが放ったトリフイドの群れに襲われ、 

廃墟と化してしまった。村を訪れたソーサ 

リアンたちは、情報を得るため、残された 

村人を探していた。 

森の夕もれにある炭焼きづ、屋に行ってみる 

と、中にはドワーフと、エルフの娘が住ん 

でいた。2人の話によると、村人たちはみ 

んなトリフイドにやられてしまったらしい。 

ドワーフのマーヴァルは、エルフの青年ク 

-ルの仕業だと言う。小屋を出て森を歩い 

ていくと、廃墟の前にクールが立っていた。 

トリフイドのことを問いただしたが、彼は 

知らないと言う。じつは、クールは、生き 

別れになった妹を捜してこの村を訪れてい 

たのだ。 

〇絵の中に封印されて 
いた男を助けると重要 

なアイテムをくれる 

〇城に潜入するソ—サ 
リアン、つるべを伝つ 

て上へ行くのだ 

〇エルフのク—ルがい 
る。なにやらワケあり 

の様子だ 

〇今までにない斬新な 
マップ。今回はエルフ 

の女性が必要なのだ 
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モンスターは火山を守っていた山の神だっ 

たらしい。なんと、ソーサリアンたちは、 

火山にあるエメラルドの鉱脈の権利を手に 

入れるため北の村をつぶそうとする村長た 

ちの策各に、まんまとはまってしまったの 

だ。このままでは火山は爆発し、北の村は 

全滅してしまう。 

「近くの火山に住むモンスターが村を!！ 

い始めたので退治してほしい」という依頼 

を受けたソーサリアンたち。火山の洞窟に 

あった炎の剣を使い、そのモンスターを倒 

すことができた。 

しかし、ペンタウアに戻ろうとする彼ら 

の前に、ひとりの青年が立ちふさがった。 

彼の名はジン•レイター。北の村に住むウ 

イザードだという。彼の話によると倒した 

をて〇 
倒火こ 
し山の 
にま村 
行で長 
つモに 

あスあ 
だ夕ま 
がIれ 

〇北の村に住む魔法使いのマーティは「命の水」 
を作り出すことができるのだ 

火山の爆発を止めるには、山の神マグマ 

ボイアルドを復活させるしかないらしい。 

そして、復活には「エメラルド」と「命の 

水」が必要だという。それらを手に入れる 

ため、ソーサリアンたちは再び火山へ向か 

った。ネ寸長の部下テシターの家の地下には 

ひとりの女性が捕まっているので助け出し 

てあげよう0 

SIUKUNETSU NO mNA 

れ、霊になっても仕置き場に鎖でつながれ 

ていたプロメテウスを救った。そして、村 

の奧にある古城へ、パンドラの箱を取りに 

行った。そこでソーサリアンたちは、ひと 

つの謎を解かねばならない。この答えを間 

違えるとペンタウァへ戻されてしまうので、 

答えを出すときは1真重に。謎を解くと、パ 

〇パンドラは髪を飛ばして攻撃してくる。下に 
降りてぎたときがチヤンスだ/ 

エピメテウスの妻ハ。ンドラは、プロメテ 

ウスから、決して開けてはいけないといわ 

れていた金の箱を開けてしまった。箱の中 

からは、この世のありとあらゆる悪が飛び 

出し、箱を開けた彼女もまた悪の化身とな 

つてしまつたのだ。 

ソーサリアンたちは、パンドラを倒すこ 

とを依頼された。まず、彼らはエピメテウ 

スらの話を聞いて、山の上で神の怒りに触 

あのの 
る霊上 
のがに 
だいは 
るプ 

ンドラの箱を手に入れることができるぞ。 

パンドラの箱を持ってプロメテウスの息 

子デュカリオンのところへ行1くと、彼がパ 

—テイに加わってくれる。デュカリオンは 

「悪」をパンドラの箱に閉じ込める呪文を 

知っている。ネ寸の中や城にいる「悪」のモ 

ンスターたちを箱に閉じ込めたあと、城の 

奥にいるパンドラを倒すのだ。 

第2弾は、荒俣賞、谷山賞受賞作品だ/ 

モニタ、 

ノレゼント/ 

3 

PC-8801 mk IISR シリーズ 5D 
PC-88VAシリーズ 5DD 
PC-9801シリーズ 3.5-5DD 
XIturboシリーズ 5D 

※ヾソーサ1」アン;ゲーム本体が必要です 
■発売元/ソフトベンター武尊■発売中(XIturbo版2月中旬） 

〇これがソーサリアン 
が倒してしまつた山の 

神マグマボイアルド 

〇北の村のウイザ—ド 
ジン.レイタ—をパ| 

テイに加えた 

〇謎の答えは3つの扉 
の-つちのどれか?ま 

ちがえると大変だ 

onイツを倒すために 

は、あるアイテムが必 
要なのだ 



矢龍太郎 
今月はファ5コンソフトで超有名 
な『ファイナルファンタジー』の 
MSXS版を紹介/そん 
なわけで、今月のゲームジ/// 
ョッキーは天野〇孝風/// 
なのですが……〇名無/// 
し子ちゃんが妙 /// 
にコワイI? // 

I MSX2| 3.5DD 17800円1 

■発売元/マイク□キヤビン 
■発売中 





35 







38 



そのくせ何でユーザーディスク作成だけ2ドライフ対応なんだ！？ 

39 
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亍160東京都新宿区新宿5-18-20 
Q03.208.6740(アソコン編集部） 

辰巳出版 
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/I年前TOWNSを 
笑った連中/ 

Yそろそろ考えを 
V あらためては 
nどラかな7 

せっかくの»柄を 
全然いかして 
ないぞガ 

▲こ一ゆ一のはウインドウをふやしてくれればすむことだと思うのに 

STARTと 
SELECTボタンが 
ないから 
ジョイステイツク 
だけでプレイするのは 
ムUだし 

その<せ名前の入力 
とかはせつか< の 
フル•キーボードが 
使えず 
画面の50音から 
カーソルで選ぶ点など 

このあだりもろ少し 
八ードの違いを考えて 
移植してほしかつだ 

一一,rkL -JS3 

  

!!讀函 美少女ゲ14最前鐮 
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1泪13日 •信長の野望•戦田群雄伝(光朱） MSX2/3.5DD/1万2200円 
FMTOWNS/CD-ROM/1万1800円 •維新の里（光朱） 

•全田おんせん麻雀(テクノポリスソフト） MSX2/3.5DD/9800円 
PC-88SR/5D/7800円 參ヴァリスII (日本テレネット） 

•斬シナU才集VOI.1(ウルフ•チーム） X68000/5HD/9800円 
PC-9801/3.5DD/4200円 1泪21日 •フラジェーター（ェニックス） 

•アルフェイム（ザイン•ソフト） PC-88FE/5D/7800円 
X68000/5HD/9800円 參スペース• 7ンボウ（コナミ） 

12月14日 •ZERO (データウェスト） MSX2/ROM/6800円 
FM TOWNS/CD-ROM/8800円 •アークスII (ウルフ•チーム） 

•銀河英雄伝説/彳ワーアップ&シナiJ才集 MSX2/3.5DD/8800円 
(ボーステック） 參D. WARS (ソフトフラン） 
MSX2/3.5DD/4800円 PC-9801/3.5 • 5HD/3800円 

參カオスエンジェルス（アスキー） 參/V-SUオン（グレイト） 
PC-9801/3.5 • 5HD/7800円 PC-88SR/5D/6800円 

參シュヴァルヅシルト（エ画堂スタジオ） •ポ|Jス•クェストII 

PC-88SR/5D/9800円 (シェラオンラインジャパン） 
•おとめ0ば一てい PC-9801/3.5 - 5HD/8800円 

(テクノポリスソフト） 籲38万キロの逸空（システムサコム） 
PC-88SR/5D/7800円 PC-9801/3.5 - 5HD/9800円 

12月15日 參アルバト□ス2 (日本テレネット） •アソコの幸福（ヅァイト） 
PC-9801/3.5 - 5HD/9800円 PC-9801/3.5 - 5HD/1万2800円 

•ZERO (テータウエスト） 參レナム（ペルヅ） 
PC-9801/3.5 • 5HD/8800円 X68000/5HD/9800円 

•Uッフスティック•アドペンチヤー2 •AD&Dフール•オフ•レイデイアンス 
(フェアリーテール） (ボニーキャニオン） 
PC-9801/3.5 - 5HD/6800円 PC-9801/3.5 - 5HD/9800円 

參□ードス島戦記福神瀆 PC-88VA/5HD/9800円 
(ハミングバードソフト） 參イミテーションは愛せない（グレイト） 
PC-9801/3.5 - 5HD/3800円 PC-9801/3.5 - 5HDx 5DD/6800円 

•神の聖都（スタジオバンサー） 參早乙女学園フルーウインド（全流通） 
PC-9801/3.5 - 5HD/9800円 X68000/5HD/7800円 

參斬デジタル版シナ| J才IIVol.1 參ぬかたのおおさみ（全流通） 
(ウルフ-チーム） PC-88SR/5D/7800円 
PC-9801/5HD/4200円 PC-9801/3.5 - 5HD/7800円 

參ガンマ•フラネット（コムバック） X68000/5HD/7800円 
X68000/5HD/8800円 MSX2/3.5DD/7800円 

•シーナU—ディスク# 9 (サフ□ジック） 參フリンセスはストU—トガール？ 
PC-9801/3.5 - 5DD/4800円 (额通） 

•DPS (アリスソフト） PC-88SR/5D/6800円 
PC-9801/3.5 - 5HD/5800円 PC-9801/3.5 - 5HD/册00円 

•クレセントムーンがある(ア|Jスソフト） XI tu「bo/5D/6800円 
PC-88VA/5HD/5800円 X68000/5HD/6800円 
X68000/5HD/5800P9 FM77AV/3.5D/6800円 

12月16日 參イミテーションは愛せない(グレイト） MSX2/3.5DD/6800円 
PC-88SR/5D/6800円 •ライL (ソフトウェアハウスばせり） 
FM77AV/3.5D/6800円 PC-9801/3.5 - 5HD/7800円 
XI tu「bo/5D/6800円 12月22日 參キャンペーン版大戦略II 

12月17日 參ビートパイス（風雅システム） (システムソフト） 
PC-9801/3.5 - 5HD/8800P9 PC-9801/3.5 • 5HD/9800円 

1獅日 參ドラゴン•ナイト（エルフ） •ファイナルファンタジー 
PC-88SR/5D/6800円 (マイク□キャビン） 

12月19日 參三B志nwlthサウンドウェア（光朱） MSX2/3.5DD/7800円 
PC-88SR/5D/1万7200円 參魔宮殿（ソフトスタジオWING) 

•三B志n (光栄） MSX2/3.5DD/6800円 
PC-88SR/5D/1万4800円 參あ一< しゆ（ウルフ•チーム） 

•ファーサイドムーン（アートディンク） PC-88SR/5D/6800円 
PC-9801/3.5 • 5HD/9500円 •バーミリオン（グレイト） 

參水游伝withサウンドウェア(光朱） PC-88SR/5D/6800円 
X68000/5HD/1万2200円 參フルトン•レイ（システムソフト） 

•水滸伝（光栄） 3.5 - 5HD/8800P9 
X68000/5HD/9800円 12月23日 •斬（ウルフ•チーム） 

12月20日 •スーバークイズ（ドット企画） X68000/5HD/9800円 
MSX2/3.5DD/6800円 •ファースト•クイーン 

•維新のftwlthサウンドウェア（光栄） (具ソフトウェアエ房） 

迻1989年12月13日から1990年 
1月15日の間に発売された 
ソフトです。 

X68000/5HD/8800円 
•卜|J□ジー（ハード） 

PC-9801/3.5 - 5HD/6800円 
•スーバー/ \ング•オン（シャーフ） 

X68000/5HD/8800円 
•斬シナUオコレクションVOU 

(ウルフ•チーム） 
X68000/5HD/4200円 

•あぶないてんぐ伝脱（アリスソフト） 
PC-88SR/5D/5800円 

•夜の天使たち（ジャスト） 
PC-9801/3.5 - 5HD/8800円 
X68000/5HD/8800円 

#|Jッフスティック•アドペンチャー2 
(フェアリーテール） 
PC-88SR/5D/6800円_ 

•エメラルド•ドラゴン 
(バショウ•ハウス） 
PC-9801/3.5 - 5HD/9800P9 

參帝都大戦（超音速） 
FM TOWNS/CD-ROM/7800円 

•紫禁城（スキャップトラスト） 
PC-88SR/5D/6800円 

•ハイバーチャンネルTOWNS TV 
(電脇商会） 
FM TOWNS/CD-R〇M/3500円 

參電腦作家DX (日コン連企画） 
PC-9801/3.5 - 5HD/2980円 

参ディスクステーション2月号<# 9 > 
(コンバィル） 
MSX2/3.5DD/漏円 

•レナム（ペルツ） 
MSX2/3.5DD/8800円 
參ルーンワース（T&Eソフト） 

PC-88SR/5D/8800円 
MSX2/3.5DD/8800円 

•神戸恋愛物語（ザイン•ソフト） 
X68000/5HD/8800円 

•夢幻の心Bim (クUスタルソフト） 
PC-88SR/5D/9700円 

參SLOPE (ドット企画） 
PC-9801/3.5 - 5HD/7800円 

•ディオス（ザイン•ソフト） 
X68000/5HD/9800円 

•イミテーションは愛せなしヽ(グレイト） 
MSX2/3.5DD/6800円_ 

協力：JSP町田店 

1吻日.〇め 

物物•Sh 

!_ 
ごンぬ600円 ㈤S 



♦新作ソフト発売予定表 
2月上旬 •雀ボーグすすめ 

(ボニーテール•ソフト） 
5D： 7800円 

2月20日 •ギルガメッシュソーサ1Jアン 
(ソフトペンダー武尊)5D : 3500円 

★ギルガメッシュソーサ1Jアン 
(ソフトペンダー武尊）5DD:3500円 

2月23日 •湘南伝説(ビクター音楽産業） 
5D： 7800円 

•シェナン•ドラゴン 
(テクノポしスソフト） 
5D： 6800円 

2月下旬 •1 \)\y! \トウスの魔女(アーテック） 
5D : 7800円 

•ノ \ラキ1 J(ゲームアーツ） 
5D： 8700円 

•デストラクシヨン下巻 
(ソフトスタジオWING) 

5D： 6800円 
•セーラー服戦士フェ|Jス 

(カクテル•ソフト/ 

フェアーテール)5D : 6800円 
•夜の天使たち（ジャスト） 

5D : 8800円 
•天使たちの午後〖II •番外編 

(ジャスト)5D : 8800円 
•無敵刑事大打擊(ファフリーソフト） 

5D : 7800円 
2月未定 •上海11(システムソフト） 

5D： 8800円 
•ウォーターフロント•アドペンチャ 

—(ノ \ード)5D : 6800円 
3月9日 •帰つてきた探偵団X 

U \一卜電子産業)5D : 5800円 
3月10日 •電腦学圜HKGAINAX/ゼネラル 

フ□ダクツ)5D : 8800円 
3月15日 •DPS(アリスソフト） 

5D： 5800円 
3月16日 •FOXY(ェルフ） 

5D : 6800円 
3月中旬 •タッグ•オフ•ウォー 

(ザイン•ソフト)5D : 6800円 
3月25日 •Misty vol.4(データウェスト） 

5D : 5000円 
3月未定 參石道(アスキー） 

5D : 7800円 
•テイル•ナ•ノーグ 

(システムソフト）5D : 8800円 
•トンネルス&卜□ールス 

(スタークラフト)5D : 9800円 
•ミステイ•フルー(ェニックス） 

5D： 8800円 
參セレクテッドソーサ|Jアン3 

(ソフトペンダー武尊)5D : 2900円 
★セレクテッドソーサ|Jアン3 

(ソフトペンダー武尊）5DD:2900円 

2月9日 參ダンジョン•▽スター 
(ビクター音楽産業） 
3.5 • 5HD : 9800円 

•ギルガメッシュソーサ|Jアン 
(ソフトペンダー武尊） 
3.5 • 5DD : 3500円 

2月10日 •電腦学圃n 
(GAINAX/ゼネラルフ□ダクツ） 
3.5 • 5HD : 8800円 

2月上旬 •雀ポーグすすめ 

(ポニーテール•ソフト） 
3.5 • 5HD : 7800円 

2月15日 •ALICEの館(アリスソフト） 
3.5 • 5HD : 3800円 

2月16日 參FOXY(ェルフ） 
3.5 • 5HD： 6800円 

2月中旬 •あ一< しゆ（ウルフ•チー乙） 
3.5 • 5HD : 6800円 

參ブルトン•レ-!"シナU才集 
(システムソフト） 
3.5 • 5HD : 4800円 

參トンネルズ&卜□ールス 
(スタークラフト） 
3.5 • 5HD : 9800円 

•水龍士* IKソフト屋しやんばら） 
3.5 • 5HD : 9800円 

•麻雀狂時代SPECIAL PART II 
(フイク□ネット）媒体未定： 9800円 

2月21日 •谷川浩司の将棋指南HI 
(ボニーキヤニオン） 
3.5 • 5HD : 7800円 

2月28日 •韋駄天いかせ男（ファフリーソフト） 
3.5 • 5HD : 6800円 

2月下旬 •斬/てワーアッフユーティUティ 
(ウルフ•チーム） 
3.5 • 5HD : 4800円 

•タッヴ•オフ•ウォー 
(ザイン•ソフト） 
3.5 • 5HD : 6800円 

•パトル(G. A. M) 

3.5.5HD：1万2800円 
♦ザ•キング•オフ•シカゴ 

(ポーステック） 
3.5 • 5HD :1万2800円 

•天使たちの午後nい番外編 
(ジヤスト） 
3.5 • 5HD、3.5DD : 8800円 

2月未定 參レナム(ペルツ） 
3.5 - 5HD : 9800円 

3月9日 •電腦将棋永世名人(コナミ） 
3.5 • 5HD : 9800円 

•帰つてきだ探偵団X 
U \_卜電子產業） 
3.5 • 5HD : 5800円 

•戦略空軍(ホビージヤ/ ^ン） 
3.5 • 5HD : 7800円 

3月10日 參電腦学圜ill 
(GAINAX/ゼネラルフ□ダクツ） 
3.5 • 5HD : 8800円 

3月上旬 參四川省(アイレム） 
媒体未定：価格未定 

3月21日 •雀荘(/てック•イン•ビデオ） 
3.5 • 5HD : 8800円 

•季刊ディスミックス創刊号 
(ソフパル)3.5 • 5HD : 3400円 

3月23日 •遙かなるオーガスタ拡張コース 
ェイト•レイクスG. C. 

(T&Eソフト）6800円 
參Uガルード（テクノポリスソフト） 

3.5HD : 7800円 
3月25日 參MiStyVol.4(データウェスト） 

3.5 • 5HD : 5000円 
3月29日 •同人ソフトセレクションNq 5 

(ファフリーソフト） 
3.5 • 5HD : 3980円 

3月下旬 •石道(アスキー） 
3.5 - 5HD : 7800円 

•デュェル(異ソフトウェアェ房） 
3.5 • 5HD : 8700円 

•1 オン(グレイト） 
3.5 • 5HD、5DD : 6800円 
參ポピュラス(イマジニア） 

3.5 • 5HD : 9800円 
3月未定 •フルトン•レイシナりオェディタ 

〈仮〉（システムソフト） 

3.5.5HD : 5800円 
•セレクテッドソーサ|Jアン3 

(ソフトペンダー武尊） 
3.5.5DD： 2900円 
參フ□ディア 

(フロダー/彳ンドジャ/てン） 
3.5.5HD： 7800円 

•テンフルマスター(NCS) 

3.5 • 5HD： 9600円 
參今日もキャン/彳ス花爛灃 
〜修学旅行編〜 
(コンビユーターフレイン） 
3.5 • 5HD : 7800円 

2月中旬 •セレクテッドソーサ|Jアン2 

(ソフトペンダー武ll)5D : 2900円 
3月上旬 參ギルガメッシュソーサ1」アン 

(ソフトペンダー武尊)5D : 3500円 
3月25日 •Misty Vol.4(データウェスト） 

5D : 5000円 
3月未定 •セレクテッドソーサ|Jアン3 

(ソフトペンダー武li)5D : 2900円 

2月上旬 •サンダーフレード(シャーフ） 
5HD : 9500円 

2月中旬 •あ_<しゆ（ウルフ•チーム） 
5HD : 6800円 

•キューフランナー(SPS) 

5HD： 7800円 
2月下旬 •イミテーションは愛せない 

(ヴレイト)5HD : 6800円 
參グランディフ□ラム（コム/彳ック） 

5HD : 7800円 
•雪の国クルージュ(ザイン•ソフト） 

5HD : 8800円 
3月上旬 •1 \フルポフル(電波新闉社） 

5HD :価格未定 
3月17日 •銀河英雄伝説/彳ワーアッフ&シナiJ 

才集(ボーステック)5HD : 4800円 
3月中旬 參タッグ•オフ•ウォー 

(ザイン•ソフト）5HD : 6800円 
3月24日 •ワンダラースフ□ムイース 

(日本ファルコム)5HD : 8700円 
3月25日 參Misty Vol.4(データウェスト） 

5HD : 5000円 
3月30日 •クォース（コナミ） 

5HD :师格未定 

3月下甸 •サーク(フYク□キャビン） 
5HD :価格未定 

•殺しのドレス2 

(フェアU—テール)5HD : 6800円 
參ポピュラス(イマジニア） 

5HD： 9800円 
3月未定 _フ□ディア 

(フ□ダーノ Xンドジャノマン） 
5HD : 7800円 

•気分はばすてる〇たつち丨丨 
(グレイト)5HD : 7800円 

2月下甸 ★ルパン三世香港の魔手 
(CSK総合研究所） 
CD-ROM : 9800円 

2月未定 ★ザ.デート(JAMP) 

CD-ROM : 9800円 
3月10日 ★Sim C比y(富士通） 

月18日現在の情報です 



CD-ROM : 8800円 
3月12日 ★ D-Agaln(テータウエスト） 

CD-ROM : 8800円 
3月25日 參Misty Vol_4(データウェスト） 

3.5D : 5000円 
★Misty Vol.4(データウェスト） 

3.5HD : 5000円 
3月下旬 ★ファイナルフロー (ビング） 

CD-ROM : 9800円 
★オペレーションウルフ（ビング） 

CD-ROM :1万2800円 
★ホームタウンU.S.A(當士通） 

CD-ROM :価格未定 
3月未定 ★倉庫番/彳ーフェクト 

(シンキングラビツト） 
CD-ROM : 6800円 

★SEXY PINBALL 
(スキヤツフトラスト） 
媒体未定：価格未定 
★ライサン1 \一 (テータウェスト） 

CD-ROM : 8800円 

2月10B ★電脳学園 
(GAINAX/ゼネラルフ□ダクツ） 
3.5DD : 8800円 

2月15日 ★あぶないてんぐ伝説 
(アリスソフト）3.5DD : 5800円 

2月中旬 ★あ一< しゆ（ウルフ•チーLS) 

3.5DD : 6800円 
★ディオス(ザイン•ソフト） 1 

3.5DD : 9800円 
2月22日 •ディスクNG(ナムコ） 

3.5DD : 4800円 
2月23日 ★湘南伝説(ビクター音楽産業） 

3.5DD : 7800円 
2月下旬 ★アル/ Xトロス2 (日本テレネット） 

3.5DD : 8800円 
★夜の天使たち（ジャスト） 

3.5DD : 8800円 
★天使だちの午後nい番外編 

(ジャスト)3.5DD : 8800円 
3月1日 ★ピンクソックス2号 

(ウェンティフガジン） 
3.5DD : 2800円 

3月8日 ★ディスクステーション4月号<#11> 

(コンバイル)3.5DD :1940円 
3月9日 ★帰つてきた探偵団X 

0 \_卜電子産業)3.5DD : 5800円 
★クオース（コナミ） 

ROM : 5800円 
3月20日 ★麻雀狂時代SPECIAL PART II 

(ソフトペンダー武尊） 
★スー/《一大戦略フッフニ!レクション 
タケル/ \ージョン 
(ソフトペンダー武尊） 
3.5DD :価格未定 

3月25日 ★Misty VOI.4Cデータウエスト） 
3.5DD : 5000円 

★ピーチアッフ3号(もものきはラす） 
3.5DD : 3800円 

3月下旬 •ディスクNG2Cナムコ） 
3.5DD : 4800円 

★殺しのドレス2 (フェアリーテール） 
3.5DD : 6800円 

★雀ボーグすすめ 
(ポニーテール•ソフト） 
3.5DD : 7800円 

3月未定 ★□ポクラッユ（システムソフト） 
3.5DD : 7800円 

★フライ上巻（|J/ X—ヒルソフト） 
3.5DD : 8800円 

*ソフトペンダー武尊で発売されるソフトの価格は、 
すべて消費税が含まれています 

隸売れ行きBEST10 
昨年末から年始にかけての新作が出そろった。全体的に見ると、ジャン 
ルとしてはアクションが弱く、『スペース•マンボウ』とX昍K版の3本 
のみ。SLGでは『三國志II』『キャンペーン版大戦略II』、RPGでは 
『ェメドラ』『ドラスレVI』の売れ行きがいい。福岡の集計で『ェメドラ』 
と『三國志II』が思ったより伸びなかったのは早めに品切れになったため。 

•東乐 JSlP 渋谷店003-496-4141 ■1月4日〜15日の集計 

順位 ソフト名（機種名） 発売元 

1位 /エメラルド•ドラゴン（PC-88SR、PC-9801) バショウ•八ウス 

2位 ★三國志 II (PC-88SR) 光宋 

3位 ★ディスクステーシヨン2月号<#9> (MSX2) コンパイル 

4位 \ドラゴンスレイヤーVI (PC-88SR) 日本フアルコム 

5位 ★キャンペーン版大戦略II (PO88SR、PC-9801) システムソフト 

6位 ★ルーンワース（PC-88SR、MSX2) TSEソフト 

7位 ★ファーサイドムーン(PC-9801) アートデインク 

日位 \ピンクソックス創刊号（MSX2) ウェンデイマガジン 

9位 \ドラゴン.ナイト（PC~9801、PC-88SR) エルフ 

10位 ★夢幻の心蔵III CPC-88SR) クリスタルソフト 

參大阪マイコンショップCSK大阪〇06 345 3351 ■1月3日〜15日の集計 
順位 ソフト名（機種名） 発売元 

1位 /キャンペーン版大戦略II (PO88SR、PC-9801) システムソフト 

2位 ★ブライ上巻（PC-88SR、PC-9801) リパーヒルソフト 

3位 ★三國志 II (PC-88SR) 光宋 

4位 ★エメラルド.ドラゴン（PO88SR、PC-9801) パショウ•八ウス 

5位 ★ナイトアームズ(X68000) アルシスソフトウェア 

6位 /ブルトン•レイ(PC-9801) システムソフト 

7位 /38万キ□の虚空 CPC-9801v X68000、FM TOWNS) システムサコ厶 

日位 ★スーパー八ング•オンCX68000) シャープ 

9位 ★ A-JAX (X68000) コナミ 

10位 ★ナビチューン（PC-88SR) エ画堂スタジオ 

•福 1岡カホ▽イコンセンター福岡店0092-714-5155 ■1月2日〜15日の集射 

順位 ソフト名（機種名） 発売元 

1位 ★スペース.マンボウ（MSX2) コナミ 

2位 / 戶后⑺阪ce 餅群方住ィデ(PC-9801n PC-88SR、PC-88VA、MSX2、 
/15長の野=，国獅隹111 X1turbo、FM77AVX68000、FM TOWNS) 光宋 

3位 ★三國志11(PC-88SR) 光栄 

4位 /遙かなるオーガスタ（PC-9801) TSEソフト 

5位 /ワンダラーズフロムイースCPC-88SRvPC-9801vMSX2) 日本フアルコム 

已位 \ドラゴンスレイヤーVI CPC-88SR) 日本フアルコム 

7位 /カオスエンジェルズ（PC~88SR、PC-9801、MSX2) アスキー 

日位 、キャンペーン版大戦略II (PC-88SR、PC-9801) システムソフト 

9位 \プルトン•レイ（PC-9801) システムソフト 

10位 ★ピーチアップ創刊号（MSX2) もものきはラす 

★は今月初登場のゲームです 
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THE RETURN OF 

OOPS!ウ作■心 
TECHNOPOLぼ TAVERN 

さてさて、ポクがこの酒場で働き始めてからこれで4回目。常連さ 
んの顔も覚えてきました。HI□Eマスターの代わりに頑張って店を 
切り盛りするつもりだから、これからもよろしく！ウイザードリ 
イに関するどんなことでもいいから、聞きたいな0 (アレックス） 

惠_ 

やあ！元気に冒険してるかい？ 
カゼをひいてDIOSやDIALなんかを 

使い果たしてるんじゃない？冒険者 

として病気は大敵:、気をつけようね。 
12月号で、ちょっと「好きなアイ 

テム」大募集のことを書いたら、 

さっそく何通かお便りが届いたん 
だ。みんなやっぱりいろいろなア 

:"イテムに思t、入れがあるみたいだ 

&ね。まだまた'たくさん好きなアイ 

^ テム、愛着のあるアイテムがある 

と思うから、コーナーにしちゃおうか 

なっ。ドシドシ酒場宛に送ってくださ 

い！たくさん集まったらそのうち集 

計をとって、どのアイテムが一番人気 

かを調べるのも面白いかもしれないね。 
みんなの「このアイテムか好きだ！」 

に期待してるよ！ 

**1で:hて亡た>-儿ド7 

すぐん物崖公及をか見好 
111 

秘BCのアイチム好Sだつ1 
••••••と言ったら、イチ押しは''MAGIC 

CHARMS〃であります。たいして使えない 
アイテム（と思ラ）ですが。このアイテム、 
ついこの間初めて見つけたんですよ。アイテ 

ム収集の為、#2のB6Fで戦っていたら、7 

NECKLACEといラ見かけない不確定名が 
あっだものでびっ<0!効果らしい効果は 
なかった(と思った)のですが、印象に残るア 
イテムではありました。もひとつ。また#2で 
すが、''COIN of POWER"と、、AMULET 

of SKILL〃のコンビも好きです。なぜかっ 
て7この2つのアイテムのスペシャルノてワ 
一を知つていればわかる八ズ……フフフ。 

(東京都/ボン太クン） 

〇 (大阪府/STALKクン）*うわつ、カツコ 
イイね〜丨''SHIELD Of DEFENSE"つ 
てい3名前を見るとファミコン版みたいだね（パ 
ソコン版はSHIELD+3)。僕も#丨の世界に居た 
ときには、随分お世話になりました。シールドだ 
けでACが6も下がると、本当に心強いもんね 

*確かに# 2 (ファミコン版では# 3だね）に 
はいろいろな面白いアイテムが出てきたよね。 
ポクも# 2のアイテムは結構気に入つてるん 
だ。''MAGIC CHARMS"は確か敵か5の 
魔法攻擊のグメージを、い<らか減少させて 
<れるアイテムじやなかつだかな。それにし 
ても、、、あの"COINとAMULETガ好きだな 
んて……。使い方を間違えるととんでもない 
ことになるんだぞ！（だから好きなのかな9) 

んナはれ鍛名性出〇 
だ丨果かえ匠とたA 
け卜たら手力汎か富 
どのし先とシ用丨山 
;剣て' しナ性県 
: '出力て丨をこ/ 
林武現シ '卜兼の斉 
4器すナさもね剣藤 
をとる丨ぞ '偏は康 
解しの卜満こえ本信 
いてだの足れた当ク 
た使ろ剣だだソこン 
人ううをろけま人^ 
に他か超ろのさ気* 
はにI?えな人にがお 
わもる°気天あお 
か使実人はを下るつ 
るいは気て集一よI 
よ道こをさめ品ね 
ねがの持てたの。つ 
7あ力つ '剣剣実い 
るシ剣この°用に 

好さなアイテム7どんなアイテムが好さ 
かというと……v'Weaoon/,とか'"Sword" 

とか''Armorとか''Ring^とか、そんな 
のだな。何力1いいって7だって不確定名には、 
夢と□マンがあるじやないか！村正ちいい、 
ガーブちいい、手裏剣もバタフライナイフも 
し'い。しかし、どんなに索晴らしいアイテム 
だとしてち、あのIdentげyの瞬間の言葉にな 
5ない気持ちを盛り上げるだめにあるのだ！ 
な一んてね。（福井県/Uギアル<ん） 

〜ん。確かにそろかもしれないなあ。イ可 
だかわからないモノを拾って、それを識別す 
るときのあのワクワクしだ気持ちって、本当 
に言葉にはならないちのがあるよね。それで 
素晴らしいアイテムが手に入っちやったらも 
ろ最高丨あの喜びが忘れられずに、いまだ 
ウイザードリイの世界にドッブリとつかつて 
しまつているアレックスでし芝。 
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A SIGN ON DOOR みんなてIDENTIFY 

O (埼玉県/蜂時雨クン）*ラつわ〜、 
かつわい〜丨ね〜ね〜、名前なんて 
いうの7電話番号は7ポクさ〜、 
アレックスつていろんだけど、そこの 
迷宮で一緒にDIALMAしない7 

今回は# 4の終了の報告をいだします。私の 
ワードナは神にち王様にちなりましだ（だい 
ぶ前のことだけど)。しかし考え直して冒険を 
再開し、11階にたどりつき数/7のナゾを解き 
ましだ。ところが最後のナゾの答えが、いま 
だに解けないんです。真のエンデインクを見 
だいのでヒントを教えて<ださい。 

=HAMAN系の呪文の有効な使い方= 

HAMANにしろ、エナジードレインにし 
ろ、EXP.が減るのは戦闘後である。つまり戦 
闘終了時にMALORで脱出してしまえば良 
し、わけである。そうすれば、HAMANの場合 
レペルは下がるが、EXP.やステータスに変 
化はない。これで、エナジードレイン時より 
も楽にEXP.やステータスを上げる事ができ 
るわけだ。しかち、死者の®活やバーテイー 
の回徽がしほ*5だいなのである。〔X1ター 
ポ。#1、#2、#3でのお話〕（石川県/Syun 

クン） 

*#4の最後のナゾの答えねえ。う〜ん、 
HAMANの有効な使い方も教えて <れだこ 
とだし、ちよつとだけヒントを教えちやおろ 
かI MRONの言葉で、「カノ Xラーの秘密を 
知つとるかな9魔法の一種だ。調ぺときなj 

といろお告げを覚えているかな7この言葉 
と、その階のマップの形がすご<重要な意味 

当TAVERNでは次のようなお客さまを歓迎し 

ます。（TAVERNとは居酒屋のこと。来店は郵 

便に限らせていただきます）。 

*ウィザードIJィに関するいろいろな新発見 
#1から林4までを通して、キャラクタや 

マツブに関するいろんな新発見、独自に編み 
出したちよつとEVILなワザなど、プレイヤ 
一に役立つ情報、やつてみるとおちしろいこ 
となどを募集します（芝だしこれまでのテク 
ノボUスや他の雑誌などで公開されている惰 
報はのぞく)。シナリオナンパー（#1〜#4)と 
機種名を明記して投稿して<ださい。 
まだ、当TAVERNは以下のような常設コ 

ーナーを設けています。 
*先IIからMATUI 

必勝法とかウラ技というほどではないけれ 
ど、ブレイや一が知っていると便利だと思う 

を持ってるんだ。これについては囡書館や本 
屋で文献を調べるしかないだろろね。なにせ 
「究極のエンディング」なんだから、調べる 
のはそんなに簡単じやないぞ。頑張ってその 
答えを自分自身で見つけ出して<れ丨きっ 
とその感動は大きいと思〇よ。 

お客獻碰 

こと。ウイザードijイの世界の先輩冒険者た 
ち、後に続<後輩に教えてあげて<ださい。 

*みんなでIDENTIFY 

ウイザードリイの世界でときどき起こる不 
思議なことがらを研究して、みんなに報告し 
て<ださい。まだ、よ<わからないことにつ 
いての質問も受け付けます。誌上に掲載して 
みんなで研究しましよ〇。 
*ちよつとCAMP 

その他、ウイザード1」イについてのいろん 
なおもしろネタも募集します。ブレイや一が 
フムフムと納得した <0大爆笑するよ^にウケ 
をね5つて <ださい。 
* A SIGN ON DOOR 

ウイザードijイについてのイラストを募集 

します。絵のうまさより、ウイザード1Jイに 
ついてのイレコS具合を掲載の基準にします。 

あて先：亍105東^橋4 -10-7 

tim 

〇〇PS Iウィザーィ係 

新発見コーナーの採用分については、規定 

の謝礼をお送りします。各常設コーナーにつ 

いては謝礼をお送りすることはできませんが、 

お名前（ペンネームを希望する場合そのこと 

を明記してください）を誌上に掲載して、み 

んなでその栄誉をたたえることにしましよう。 

それではよろしく。 

愛読者サービス コンピューターゴークル 
テクノポリス本誌続者に 
特別価格で販売します。 
ご希望の方は、現金書留 
でお申し込み下さい。 

販売徳閩コミュニケーションズ 

齡申し込み先 
徳間コミュニケーションズAV営業部 
亍105東京都港区新橋1-18-21第一日比谷ビル 
003(591)9161 

.申し込み方法 
現金書留でお申し込み下さい。到着後1週間以 
内に発送します(返品は不可です） 

特別価格7800円(m^ffii§98oop 
※送料•税込の価格です 

•視力低下の原因となる紫 

外線や高輝度可視光線を大 

幅にカツト/ 

kjiゴーグル型なのでメガ 

ネをかけていて 

も0K/ 

.•ゴーグル型なのでメプ 

レネをかけてい? 

も。1C 





開発室日誌m 
テクノポ1Jスソフト流、広告のページ 

神威先生のイラスト第2弾// 

『シェブン•ドラゴン』 
2月下旬発売予定 
だ一い好評の「おとめ〇ば一て 

いJoイラスト原画を担当している 
のは神威先生って、もう知ってる 
よね。その神威先生の作品第2弾 
が、2月下旬に発売されるんだ/ 

その名も「シエナン•ドラゴン」。 

ファンタジー色の強い、カード型 
RPGゲームという新しい分野のゲ 
一厶なんだよ。マップがへクスに 
なっているので、_見シミュレー 
シヨンゲームっぽいんだけど、実 
はRPGってのがおしやれでしょ。 

武器やアイテムがカードになって 
いて、モンスターとの戦闘をカー 

ドで行なうんだよ。 
主人公は、男の勇者、女の勇者、 

お姫様の3人のうちから選べて、 
選んだ人物によってストーリーの 

展開が変わるんだ。3つのお話が 
楽しめるから、I粒で3度おいし 

いよね。敵のモンスターはかあいい 
女の子ばかりだし、アイテムもた 
っくさん出てくるし、わくわくす 
ることうけあいだよ。しかも、プロ 
グラミングはなんと、あのONION 

さんが担当しているんだよっ/ 

おまけに、C.G•協力にY人師匠 
も加わっているという超豪華さ。 
音楽も、「全国おんせん麻雀」や「お 
とめ〇ぱ一てぃjで好評だった猫 

屋が担当しているし……。それだ 
けじゃなく、特製下じきのおまけ 
がついて、¥6,800っていうお買い 
得価格ときてるから、見逃せない 

買い逃せないのべキべキ乗だよん, 

よろしくね。 

今月のブログラム：£(ぎょく）^で—ズ用 

今月も読者の作ったプログラム 
シリーズで、愛知県のMAK0T0ク 
ンのゲームを紹介しましょう。ピ 
ンのないボーリングのようなゲー 
ムで、〔2〕のキーを押すとボール 

が右に、離すと左に動きながらレ 
ーンを転がってゆきます。左右の 
力べに当たってしまうとガーター 

で10点マイナスになってしまいま 
す。3回やった得点を競うもので 
すが、やりすぎてキーを壊さない 
ようにするのがコツかと思われま 
す。MAK0T0クンには、開発員セツ 

卜（絵コンテ用紙、ディスクケー 
ス&ピクチャーデイスク）をプレ 

ゼントするよ/ 

挪ざぶちやんの挪屋 
めずらしく東京でも雪が降って 

寒い今日この頃です。年末年始は、 

ストローちゃんとまいまいちゃん 
と3人で「GOLFきゃびきゃびるん 
のテストプレイに明け募れて 

フラフラになりました。おかげで 

ざぶざぶは、あなたに負けないく 
らいの腕になったわよ。へへっ、 

「きゃぴゴルマスター」って呼んで 
ねん。挑戦してみる？ 

* * *当選者発表 
「同人增刊Vol.ljでお知らせし 

たクリスマスプレゼントは、岡山 
県の上野秀明さん他5名のかたに 

フ いK 

ri| 
I t n 

H妙分さもG 

全国おんせん麻雀 丨丨月25日に発売しましナ: 

I V' おんせん麻雀jPC-88版の製i 

J \’ J * B3^15 部に、起ちあげても動作し 
/ 1^ ■■ j のがあるのが判明しました, 

「おとめ〇ぱ一てぃ」ノー ト&「単 
騎狼ATj下じきをお送りしました。 
おめでとうございます。 
* * *今月のプレゼント 
春1■リガルード」のラセツカちゃん 

のイラストをカワユク描いてくれ 
た人に「リガルード•デモディス 
ク」（PC-98版）を5名様にプレゼン 

卜/ 

•ついに出た//「ときめきSECILj 

(PC-88版）を5名様にプレゼント 

します/ 

どちらも10ポイントとは別だか 

ら、ふるってご応募くださいね/ 

* * *お便り 
★元旦に初詣に行った。神社に入 
ってすぐ> うんこ〃をふんでしまっ 
た。その後のおみくじの結果は言 
うまでもなく凶だった（これでも 

来年は受験)。（大阪府/山神太郎 
クン） 
☆うう、きちゃない……でも、も 
しかすると、運がついたのかもし 
れないよっ。いい方に考えようね。 
とかいうざぶざぶも、お友達とや 

丨丨月25日に発売しました「全国 
おんせん麻雀jPC-88版の製品の一 

部に、起ちあげても動作しないも 
のがあるのが判明しました。店頭 
から即日回収しましたが、万一、 

お買いあげになっ•たお客様がいら 
つしやいましたら、マニュアルの 
最終ページに害いてある「ユーザ 
ーサポート係jまで、製品をお送り 
ください。郵送料は弊社が負担し 
まして、良品と交換の上、即日返 

送します。原因は一部ロットの製 
造時のダビングミスでした。今後 
は、このようなことがないよう、 

一層注意しますので、これからも 
応援してくださいね。 
なお、現在店頭にある製品は良 

品なので、安心してお求めくださ 
いね。 

100 WIDTH 40:FOR 1 = 0 TO 24:PRINT,rIH 
Mmn:NEXT：LOCATE 5，0:PRINT”春”：MX=5:LOCA 

TE 20.10:PRINTwSCOREw:LOCATE 22.11：PRINT 
USING”###”；SC:IF K=3 THEN END 

110 IF INP(0)<>251 THEN 110 ELSE FOR J=1 
TO 23:FOR 1=0 TO 70:NEXT I:LOCATE MX»J- 

1：PRINTH，”：IF INP(0)=251 THEN MX = MX + 1 EL 
SE MX=MX-1 
120 IF MX<3 OR MX>7 THEN LOCATE 3.12:PRI 
NTWGUTTER”：K=K+1:SC=SC-10:GOTO100 ELSE 
LOCATE MX，J: PRINT、” ：SC=INT(MX/2)+SC:NEX 
T J：K = K + 1:SC=SC+INK 10/MX>：GOTO100 

Oj、「ときめきSECILj、それから 
PC-98版「リガルードj、X 68000版 

「リウィード」、MSX版「単騎狼ATj 

がでましたね。ぱちぱち。ところ 
で、「リガルード」は_5インチ版し 

か出てないのですが、近々3.5イン 
チ版もでる予定ですので、もう少 
し待っててくださいね。 

* * *今月までのポイント_覧 
2点：社会悪を倒すメリー改め佐 
藤洋信/はにわっ子 

I点：鎌田誠/ガーリッくん/西 

野高正/パ☆コウ/まいてい/山 
神太郎/GooD/ MAK0T0/⑭• 

NAM/M.W.SAKUSHA (敬称略） 

イラスト、お便り、プログラム 
採用毎に丨ポイントあげます。10 

点ためたら、お好きなテクポリゲ 
ームソフトをプレゼントだよつ/ 

った新年のパーティでクラッカー 
をスカしてしまって、ちょっとく 
らくらしてしまったのでした。 
* * *テクポリソフト情報 

発売日がのびのびになるのが、 
パソコンゲーム業界の常（をいを 

い）なんですけど、丨月はちゃんと 
PC-88版「GOLFきゃぴきやびるん 

お八ガキ待つTます 
テクポリソフトへの質問、意 g〒105港区新橋4-10-7 

見、感想、イメージイラストな H TIMテクノポリスソフト 
んかを送ってくださいね/ tk開発室日誌m係まで 

^おにおんすらいすノクじ 
いよいよ新しい年になってしまいましたが、全く何も変わっていない、おにたまです。今月のカルチャーシヨ 
クはノートパソコンです。喫茶店でもらくらく操作できてしまうのが魅力ですね。しかし、やっぱり結構重た 
ので、レーサーのあの人とかシンガーのあの人はきっと力があるのだろうと思ったのでした。（おにたま） 



※公正取弓I委員会の公示及び雑誌業における景品類の提供の制限に関する公正競争規約の定めによりt 
この懸賞に当選された方は、この号の他の懸寅に入選でぎない場合があ〇ます。 

3月号モニターブレゼントに応募す 
る方は、このページのきまりをよく 
読んで、アンケート八ガキを送って 
ください。抽選で希望するソフトを 
プレゼントします。これらのソフト 
は、ソフト八ウス各社のご厚意によ 
りいただいたソフトなので、当選し 
た方にはモニターとしての感想をお 
願いします。よろしくネ。 

★晒i薄は必す右のとじこみはかさで送つて<ださい。 
jmA アンケートにち答えて < ださいね。 
芦 ★希望するソフトの番号•嫌種名を、はがき表の記入 

* 棚に塞いて<ださい。ま芝、対晒機霪および媒体が2 

Oj 種類以上ある場合ち、忘れすに明Eして<ださい。 
^ ★ ''希望嫌霪（媒体)"、、'各機檯（媒体)"と表記され 
^ ているちのについては、記事掲載ページを参照して、 

0 mm (媒体）をよ<確認して<ださい。 

〇 ★締め切りは3月8日_、当選者の発表は4月8日 
発売のテクノポリス5月号で行います。 

❶SlmCrty FM TOWNS用3本.P.14 

分□■多發芬□见防 
©スーパーハンク•オンX68000用3本.P.20 
©スーパーオデッセイFM TOWNS用3本.P.21 
©ファーサイドムーン98用（5HD) 2本、98用(3.5HD) 

1本、合計3本.P.23 
©アルガーナXI用2本.P.24 
©紫禁城88SR用、98用（5HD，3.5HD)、MSX2用 

(3.5DD)各1本すつ、合計4本.P.24 
©D.WARS 98用希望媒体5本.P.25 
©セレクテッドソーサリアン2希望機種媒体3本.P.32 
©ファイナルファンタジーMSX2用(3.5DD) 5本.P.33 

同(L© 
❿夜の天使たち~私鉄沿線殺人事件〜X68000用、98用 

(希望媒体）各1本すつ、合計2本.P.66 
❿リガルード98用（5HD) 3本.P.68 
©GOLFきやびきやびるんQ 88SR用3本.P.69 
©リウィードX68000用3本..P.70 
©ヒーロー •シンドローム88SR用5本.P.74 
©アップル•クラブ188SR用、98用（希望媒体）各1本ずつ、 
合計2本..P.76 

©あつぶる• <5ぶ2 88SR用、98用（希望媒体）各1本すつ、 
3計2本-.P.76 

アンケート 
□ 
現在使用している/てソコンの機種名を 
記入してぐださい。 

I又ソコンを使ってやっていることを記 
入して < ださい（いくつでも)。例：ゲ 
—uフロク•ラミンク*、バソコン通信、 
ワーフロ、ミュージック、グラフィツ 
クなど……。 

m 
これから/ rノコンを使ってやりたいと 
思っていることを記入して < ださい(い 
<つでち)。 

由 
テクノポリス3月号の記事のなかでお 
ちしろかったちのを、順に3つ記入し 
て < ださい。 

同じ<つまらなかっだ記事を1つ記入 
して <ださい。 

m 
今後テクノポリスでとりあげてほしい 
ゲームソフトを記入して < ださい（い 
<つでち)。 

0 
現在いちばん気に入っているゲームソ 
フトと、その機種名を記入してくださ 
い(い < つでち)。 
(8) 
テクノポリスを定期纖していますか？ 
つぎの3つか51つ選んで〇をつけて 
<ださい。 
1.定期講読している2.ときどき 
買う3.はじめて買った 

m 
テクノポリス以外でよ < 読むノ彳ソコン 
誌を1冊記入して < ださい。 
p 

I又ソコン誌以外でよ < 読む雑誌を記入 
して <ださい。 
33 
I vノコン関連以外で興味のあること、 
趣味などを記入して<ださい。 

テクノポリス編集部へのメッセージも 

お忘れな<.。 

1月号モニタープレゼント当選者発表/ (敬称略> 編〜 
田□博規（東京都）柴田宏明CSLJJi) 

參スペース•7ンポウ 西岡久嫌（和歌山県） •ドラゴン•ナイト 和気弘治（岡山槊） 
•熱中派びんびん麻雀 速川一夫（東京都）広川敏孝（神奈川 

県）三宅章史（岡山県） 

•フレイポールIII 浜綺俊幸（宮城県）攫木田博（大阪府） 
石原孝一（香川県）中村吉孝（福岡県） 山下聡（愛媛県）堺谷邦宏（香川県） 永野昌昭（埼玉県）綺田和広（愛撕i) 

參メルルーン •メン/ \ーシッフゴルフ •雀ポーグすすめ 三島誉範（長崎県） 
堀内昌弥（千葉県）金子徹馬（東京都） 松岡洋介（三霪頸）高浜一満（滋霣県） 山□賊（大阪府）三原睦徳（大阪府） •アリスだちの午後Vol.l 
雨谷智之（兵庫県） •フアースト•クイーン 生思直義（福岡県） 大島幸夫（群馬県）挎田雅則（愛知乘） 
•ナビチューン 金沢正（埼玉！IR)飯塚雅史（静岡県） ♦IJッブステイック•アドベンチャー 赤川裕一（広島県）玉木俊秀（馬取!*) 

川田光浩（栃木県）井上满一（塞山県） 西□耕司（兵庫県） 2 真鍋幸徳（香川槳）吉良健（大分県） 
島田高親（福井県） 參メタルサイト 詹林憲（群馬県）畏谷川雄一(東京都） •アUスだちの午後VOI.2 

•アレスタ2 石田誠（岐阜県）土《彰信（大阪府） 藤田健次（愛知県） 

參電腿学國II 
五十嵐雄司（山形県）大石寿雄（東京 

福田淳一（北®道）佐藤剛（倚玉県） 河野霣昭（兵靡県） 都）澤田利秀（愛知県）奥田哲司（靜 
衛藤良明（神奈川県） 參ガン▽•フラネット 広并修一（神奈川県）曾我昌弘（岐阜 岡県）山本好弘（三重県）稲本匡之 

•DOLL 古館明（東京都）中井康樹（滋爾県） 県）野□智幸（福岡県） (大阪府） 
寺田敏（茨城県）河埜晶（埼玉県）石 川渕誠二（長畸県） •ピンクソックス創刊号 •カインドウ•ギヤルス 

川由紀子（霪山県）松永正志（静岡県） 參V’巳Aしし 鈴木信勝（福島県）竹内伸一（東京都） 岩崎公慈（東京都）乳井敏浩（神奈川 
岸村直人（滋爾県）国広恭行（京都府） 石澤敏博（山形県）山田勝司（静岡県） 欐爪孝幸（長野県） 県）家田隆（岐阜県） 
满水英夫（兵摩県）中村卓（愛媛県） 璺田泰久（愛知県） •ピーチアップ創刊号 •楽■の招待状 
足立尚行（高知県）杉箱裕二（大分県） •1Tトルチェス 井関® (秋田県）岩渕隆志（東京都） 長孝行（群馬県）竹腰敦郎（神奈川県） 
•デストラクシヨン（上巻） 

高欐和雄（千葉県）大坂哲哉（千葉県） 
原健二郎（徳島県） 
•カルメン•サンディエゴ•イン•ジ 

ャパン 

押尾秀隆（栃木県）石渕一三（神奈川 
県）吉田秀司（大分県） 
•アウト□一水游伝 

藤浦康也（北海道）甘南敦郎（兵麇県） 

佐藤雅史（北油道）長田_志（神奈川 

県）小川祥司（京都府） 
•フラッピー2 

羽澄哲也（茨城県）7J(谷伸一（三重県） 

江上賺成（京都府） 
參ピンク•ショック•ノてイレーツ 

武并嘉久（東京都）石戸孝幸（東京都） 
飯沼正浩（岐阜県）宮渾泰司（山梨県） 

松原伸介（愛媛県） 

山本岳史（愛知県） 
•ペロンチヨ身体検査 

田中学（北海道）佐藤正佳（宵森県） 
国分正朱（栃木県）宇都木武（茨城県） 
金正次郎（東京都）藤又紀仁（神奈川 

県）井上正裕（石川県）松本吉史（大 

阪府）田中保幸（大阪府）森本昌克（奈 
良県） 
參キャンキャンコレクシヨン〜大露豪 

小林春嫌（新潟県） 



疆I籠へ I方法1品名、機種名明記の上 
現金書留でご注文ください 
銀行振込口座三井銀行経堂支店§5252817 I 

•i.シヤストサウントは、株シヤストの登録商標です 

ジャスト•ファンクラブ会員募集のお知らせ/ 

製品制作の裏話やゲームのヒント、新製品の最新情報など 
を満載した会報の発行やキャラクター商品の販売等もおこな 
います.くわしくは、180円分の切手を同封して、「ジャスト•ファ 
ンクラブの案内書希望」と明記の上、当社宛にお送り下さい. 

折り返し、案内書をご返送いたします 

株式会社ジャスト 
ジャスト•ゲーム事業部 

VAn 
〒巧6東京都世田谷区宮坂3-10-7 YMTビル3F 

TEL 03(706)9766 FAX 03(706)9761 

k I 

夜のさとともに、 

夭使たちに襲いかかる蒸い影。 
暴力H抗争の渦に巻き込まれTOまジ 

美少女の謎*^ラ。： t 
追りくる、セクシ'—&バィオレンスシ-—y 
そして超ウルトラ秘技の連泛-‘ 

1 

^^1 

右 応 
対 

00I 

定08 
XP 

さて、あなたはど5する 
美少女がふ〇むくまで…まてるか〇- 



PC-9801シリーズ 3.5.5HD 
9800円 

X68000シリーズ 5HD 

FM TOWNS CD-ROM 8800円 
■発売元/98、X68Kはビクター音楽産業、TOWNSは富士通 
■発売中（98版は2月9日発売予定） 

レベル2: 

〇手の位置にあるのがトパーズのカギ。最初に 
手に入るカギだ 

さて、この階に降りたら、そこから 

右（東）に行ってすぐの扉を開けるよ 

うに。ミイラが出てきて初めての戦闘 

になるが、1匹だけなのでラクに倒せ 

るはすだ。その奥にいろいろアイテム 

が落ちているので拾っておこうね。こ 

こに落ちている巻物に書いてあるよう 

に、壁に少しでもおかしなところがあ 

ったら必ず触ってみること。ここにも 

ヘンなスイッチがあるでしよ？こ一 

ゆ一のはとにかく触るのだ。 

で、先へ先へと進むわけだが、マッ 

プを見てほしい。奥のほうへ進むには、 

Aの扉を開けなければならなぃとぃう 

ことがわかる。Aの扉を開けるには銀 

のカギが必要だが、ここに来るために 

はトハ。ーズのカギ、黄金のカギ、エメラ 

ルドのカギ、鉄のカギが必要だ。まず 

はこれだけのカギを捕[えながら扉を開 

けていく^!が中心となる。 

次にBだ。ここにはシュリーカーの 

団体さんがいる。いくら弱いとはいえ、 

数でかかってこられると、ちょっと大 

変かな？ここの直前で一応セーブし 

ておくことをすすめる。また、CやE 
でもモンスターが'ゾロゾロ出てくるの 

ぃ〇 で注意しよう。1匹 

やっつけては逃げて 

……と、地道に戦っ 

ていくのがいいみた 

い。 

レベル2で悩むの 

はF地点であろう。 
ここにある扉に近づ 

くとガガガッと閉ま 

ってしまうのだ。力 

ギ穴もなければスイ 

ッチもない。暴れま 

わってみると案外……!? 

それからもう1か戸斤。Gにある扉だ。 

ここの開け方は、すぐ近くの壁に「泉 

は一度だけ願いを叶える」と書いてあ 

〇「この先通るべからず」の扉。そろ言われる 
と行芒たくなるんだよなあ…… 

— 

ENCOUNT!! 
レベル2のモンスターはこ 
の2種類だ。剣や飛び道具 
は使えば使ラほど慣れてき 
て、より多くのタメージを 
与えることができるので、 
とにか < 攻めま <ろラ。 

シュ1J一力一 
はっきり言って弱 
し、。手裏剣ならア 
ッという間にやっ 
つけられるであろ 
う0やっつけると 
食料になるのもう 
れしい。 

4匹ぐらいでゾロ 
ソロ出てこられる 
と、もろ最後。攻 
撃魔法を覚えてい 
ないなら、持ち物 
のすべてを投げつ 
けてやろ5。 

mmssmim 
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魔法についての 
基礎知識 
魔法はノヽ°ワー、エレメント、フォ 

一厶、クラス/アラインメントの 

順にシンボルを唱えることにより 

その力が'生まれる。戦闘ど同様、 

同じ呪文を何度も唱えることによ 

り、始めは使えなくても、だんだ 

んどコツを覚えて使用可能どなる 

のだ。ここで、ぜひとも早めに覚 

えてほしい口兄文は「フル.イル」 

だ。これはいわゆる「ファイヤー. 

ボール」て''前方にいる敵にダメー 

ジをあたえること力ぐできるのた。 

m- 

□ 
ゥム 

オン 

〇 
イー 

y~ 
パル 

4 

るが、これだけでもわからない人にヒ 

ント/ 「トレヒの泉」といえばもう 

わかったでしよ？ 

で、最後はやっは。りミイラのオンハ。 

レードだ。数が多いので、上下に閉ま 

る扉の下にうまく誘い込み、扉を利用 

してやっつけるなんていう方法も•ある 

ぞ。一度試してみてはいかがかな？ 

/ぐ^Xi玄赛«卜 

答 snl €Q\N 

田^V0> O 5wi 

〇出たI//EにはミイラがたV 
さんいるのだ。ヒィ1/ 
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レベル3: 
全14レベル中、一番ムズいといわれ 

ているのが、このレベル3だ。ここを 

解くことができれば、このあとはグッ 

とラクになるはず(!？)。がんばってク 

リアしていこうね。ちなみに、最初の 

長い1本道のどこかに隠し扉があり、 

ここの奥にコンパスが落ちているのだ。 

これはぜひとも欲しいアイテムだね。 

マップの中央には大きな広間があり、 

ここに6つの扉がある。各扉の奥には 

重要なアイテムやGにある3つ並んだ 

扉を開けるためのカギなどが'落ちてい 

るので、当然のことながら隅々まで回 

るように。 

さて、まずは北側の右にある扉「マ 

〇マトリックスの迷路は回転床があるので、コ 
ンパス在持っていないとマッピングは不可能だ 

〇扉のスイッチを押すには足元の落とし穴をふ 

さが……、いや、この位置からでも可能か7 

〇ここに置いてあった銀貨を取ったら扉が閉ま 
つてしまった。ここに何か置いておけばいい7 

トリックスの*^」に拙s 

戦してみよう。ここはマ 

ス目状の迷路になってお 

り、交差点が回転床にな 

っているのでますますワ 

ケがわからなくなってく 

る（『ウィザードリィ』の 

地下3階のようなもの)。 

ここの奥にはわりとおい 

しいアイテムがあるので 

(隠し扉の奥にね)、壁と 

いう壁をチェックしてい 

こつ。 〇ここのスイッチを押すと右に見える宝箱がワープする 

次は「醜き者達ここに 

棲む」あたりがいいだろう。モンスタ 

一がウヨウヨいるので、戦闘の経験を 

積むのにいいた、ろう0—番奥にカギか、 

ぁるぞ。 

「見張り巡回中」は、Dのところにあ 

る落とし穴のふさぎ方がよくわからな 

くて行き詰まっている人が多いだろう。 

壁に書いてある「頭を使え。そして腕 

力を試せ」のヒントをどう解釈するか 

がポイントだ。落とし穴の向こう側に 

ある扉を開けることが「頭を使え」で、 

穴をふさぐ方法が「腕力を試せ」なの 

OEにある不思議なモノ。あるアイテムのみに 
反応して…… 

し、光はそこにある物を特定の場所にワ 

ープさせるものなんだね。この宝箱に 

だ。わかったかな？ 

「金庫室」は横一列に並んだ扉の中に 

ある宝箱の取り出し方が問題。Fにあ 

るように、各扉の左彳則の壁にスイッチ 

があり、これを押すと扉の中が青白く 

光る。宝箱がある扉のスイッチを押す 

と……、あれれ？宝箱が、消えちゃっ 

た。と思ったら、別の扉の中にワープ 

しているではないか。そう、この青白 

中に入っているものは、Fと密接な関 

係があるみたい。 

「時は金なり」はその名のとおり、と 

っても忙しし、部屋だ。最初のトラップ 

もCでスイッチを押したら急いで奥ま 

で行かないと、騰が閉ざされてしま 

うのである。Bも忙しい。DとFを合 

わせたようなトラップで、ワープする 

青白い光を利用して穴をふさぐのだ。 

_ 1 mil 

〇巳の位置にある落とし穴。ここの穴は、青白いテレポー 
卜する光を利用してふさぐのだ 

BOSDQB 

圈g 

Aも素早さが勝負// 

「宝石の間」は、宝石を見つ 

けられればラクだが、そこま 

で行くのが'大変。ロック•モ 

ンスターやミイラが団体さん 

でゾロゾロなのだ。 

で、これらの部屋で見つけ 

たカギでGを開け、最後はま 

たまたロック•モンスターの 

団体さんと交単Lこいつらを 

倒せば、いよいよレベル4へ 

と突入だ.グ 
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とにかく固いヤツだ。毒も持っている。 
やっつけるとただの石になってしま3 

ところはかわいいんだけどね0 

見た目には強そ5だが、もしかしたら 
ミイラとあまり変わらないかもしれな 
し、0倒すとこん棒が手に入る。 

この階に登場するミイラも団体行動中 
心だ。ただ、2匹くらいに減らされる 
と逃げてしまろぞ。 
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■発売元/ 
■発売予定/98版は2月中旬、88SR版は3月末、 
父68«、丁0\/7^^8、父1、88ソ八、1\/15\2は未定 

※画面は98版のものです 

今月のTST』特集は、冒険の 

出発点であるガル市を紹介しよう 
冒険を始めるにあたって、参考に 

してくれ。 

トンネルズ.アンド. 
トロールズ 

カザンの1贱士たち 
PC-9801シリーズ(VM以降）3.5-5HD 
PC-8801mkllSR シリーズ 5D 
PC-88VAシリーズ 5HD 
XIシU-ズ 5D 
X68000シリーズ 5HD 
MSX2 3.5DD 
FM TOWNS  CD-ROM 

ガル市はドラゴン大陸の南西に位置 

するフォロン島にあり、ここから冒険 

が始まる。パーティのメンバーは、何 

も持っていないので、まず装備を整え 

〇ココは冒険の出発点。さて、これからどんな 
コトがまちうけているのだろう7 

なければならない。だが、各キャラク 

夕は1OOGOLDほどしか持っていない 

ので、たいしたものは買えないのか、現 

状である。とりあえず、そこそこの装 

備でガマンしよう。また、1日にひと 

り1ボイントの食料が必要で、これが 

なくなるとCON (耐久度）がだんだん 

と減っていき、最後には餓死してしま 

うので、食料も買っておくのを忘れな 

いように。 

各キャラクタの装備か整ったら町 

の中を歩きまわってみよう。町の中 

にもモンスターか'うろついているので 

注意すること。強そうなヤツだったら 

さっさと逃げたほうがいいだろう。ガ 

ル市の中だけでもかなりの数のイベン 

卜があるのだか、、すべてのイベントを 

クリアする必要はない。プレイヤーの 

自由なのだ。しかし、ここでお金や経 

験値をためてレベルアップをしてから 

外の世界へ出ていくのがよい。 
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〇青カブト虫寺院 

©外へ 
©言語教室 
❹魔術師組合 
©鍛治屋ギルド 
©職人ギルド 
©ゲーム開始地点 
©冒険者ギルド 
©雑貨屋 
❿アーチヤーギルド 
❿宝石屋 
©盗賊の家 
©診療所 
©黒竜亭 
©馬屋と馬具の店 
❿網戦士の闘技場 
©波止場 



単位はGold 



pィブ，，介'r'ri r^:.f 
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HipHiHHi 

^mllliBpHs 

w名、住所、氏名、電話番号を明記のラえ、 
J申し込み下さい。（送料無料） 

㈱徳閩コミュニケーションズAV事業部 

お近<のお店でお求めになれないときは、商品名、 
下記住所まで定価+消費税分をそえて現金害留にて 

干105東京都港区新橘1-18-21第一日比谷匕 

通信販売のご案内 



アPペンチャ 
PC-9801シリーズ、 
PC-286シリーズ対応 
5"2HD、3.5 2HD 各2枚組 
定価7,800円(税別） 
f 400ラインアナログデイスプレイ要\ 
I FM音源ボード対応 / 

PC-3801,Pez286i/y-^Cll 
4〇0ラインアナログディス^^イ要 
FM音源ボード対応^ \\^ 

7,晒税別）ソ 

I通信販売I 
お近くのお店でお求めになれないときは、商品名、機種名、氏名、住所、電 
話番号を明記の上、右記住所ソフトウェアハウスばせりまで現金書留にて 
お申し込み下さい。（送料無料） 

企画開発カピバラ軟件隊 
製造販売ソフトウェア八ウスぱせり 
問い合せ先エープロスタッフ 
〒921石川県金沢市泉1丁目5番46号TEし0762-45-3358 



こA//にスゴイ广バこん“レ^单/ 

八ずパー•クラフfivク•ツーJU 

LALP/ 
I PC-8801mkiiSRシリーズ[5D「1万2800円 1 

■発売元/テクノポリスソフト■発売中 第B回 

ど一も、MASK-ProJec 
tです。去年の冬コSでは多 
くの方々からとても有戆義 
なご意見をいただきまして、 
誠にありがとうございまし 
た。さて今月は、マニユア 
ルでは説明不足の、カツト 
Sペースト（コピー)機能に 
ついてのお話です。 

▲ メイン画面上rの 
Cut& Paste 

LALFのカット&ペースト機肯巨は、 

セルと組み合わせることによつて他の 

グラフィックツールとは一味違った効 

果が出せるようになっています。重ね 

合わせの®:理についても、この機能を 

使えば簡単にできます。ところでこの 

カット&ペースト機能、メイン画面と 
セル画面では違う働きをします。そん 

なわけでここではまず、メイン画面で 

の動作を紹介しましょう。 

まず、絵をカットします。サブメニ 
ューの中から〔Cut〕を選んでくださ 

い。このとき、セル画面、メイン画面 

はそれぞれ写真1-a、1-bのようにな 

っているとします。また、カットする 

範囲は写真1-bの赤い線で示した四 

角の内部の領域を指定します。 

つぎに、いま取り込んだ絵を画面上 

にコピーするわけですが、ここで3種 

類の方法が選べます。 

〔Paste〕……他のグラフィックツー 

ルのコピー機能に相当します0ただし、 

こちらはセル画面でも同様にカット& 

ペーストが行われます。このことは、 
マニュアルを読んでいても見落とす人 

が多いょうです。実行結果は写真2- 

a、2-bのようになります。 

[Put ]……この機能は「マウスをク 

リックして位置指1定をしたときにセル 

画面に黒く描かれている部分だけにコ 

ピーする」というものです。実行結果 
は写真3-a、3-bのようになります。 

〔C.Put〕.これは「〔Cut〕した 

セル画面 メイン画面 

写真1-a 

写真2-a 

% 真a 

写真1-b 

写真2-b 

写真3-b 

写真4-a 写真4-b 

ときにセル画面で黒く描かれていた部 

分だけをコピーする」という機能です。 
実行結果は写真4-a、4-bです。「重ね 

合わせ处理が簡単」といっているのは、 

こういう機能があるからなんですね。 
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LALF質問コーナー設置のお知らせLALFによるC.G.の描き方や表現方法のほか、LAしF自体についてのご質問などかありましだ 
ら、〒105東京都港区新橋4-10-7 TIMテクノポ1Jス編集部l_AI_F質問コーナーまて、ハガキにてお寄せ<ださい。謝礼等はお支 
払いてきませんか、開発者自らガ紙上にてお答えします。よろし</ 



▲ tル画面上7の 
▼ Cut & Paste 
セル画面では、カット&ペースト機 

能が被;^縮小機能に早変わりします。 
ただし、この機能は開発の終わりごろ 

むりやり付けたものなので、改良の余 

地が残されている部分もあるようです 

(整数倍の披；*«小機能がないため、 
ちょっと苦労します)。 

さて、サブメニューを開くと3つほ 

ど項目が*^されますか\それぞれを 

選んだときにどのようになるかを説明 

しましょつ。 
(Reform) 「形成し直す、作り直 

す」という意味で、気に入った位置、 

大きさになるまで、イ可度でもシールを 

剝がすようにやり直しがききます。こ 

のモードを抜けるときに位置が決定さ 
れます（写真5-a H>5-b )〇 

〔Paste〕 普通にある披大縮小つ 

きペースト機能です。このモードにい 

る間は何度でもコピーできます（写真 
6-a =i>6-b )〇 

(Project)……OHP等という言葉 

で皆さんも判るでしょうが、「投射す 

る、投影する」という意P未です。つま 

り下の絵を消さずに、上にどんどん重 
ね合わせることができます（写真7-a 

兮7-b )〇 

♦重ね合わせに 
つ沉 

カット&ペーストでも重ね合わせ处 

理はできますが、実はクィックロード 

でも似たようなことができます。 
では、その手順のひとつを説明しま 

しょう（あ、やっと活用編づぽくなっ 

てきた)。 

まず、手前に置きたい物をセル画面、 

メイン画面を使って描きます。手前に 

置きたい部分は、セル画面の方で黒く 
しておきます（写真8-a、8-b)。 

できあがったら、クィックセーブで 

システムテ、ィスクへ一旦待避しておき 

ます（メイン画面は必ず、セル画面は 

セル画面 メイン画面 

待避しても本当は意味が無いけど、や 

っておいたほうが無難)。 

つぎに背景を描きます（写真9)。 
メイン画面に背景が描かれており、 

セル画面が写真8-aのようになって 

いるようにして、クィックロードの中 

で〔Put〕を選択します。そして先程 

侍避しておいた画面を呼び戻してくれ 

ば、はい、できあがり。 

これは、ちょうど全画面でカット& 

ペーストの〔Put〕を選んだときと同 

じ効果を出しているのです。なんのこ 

とはない、実は同じルーチンを呼び出 
しているのですが、結構このやり方っ 

て使えるんですよね。 写真10 

59 



•X68000 • 5"2HD2权組 
參¥6,800(税別） 

たしが、アナタを守ってぁげる•/) 
% 
突然、ボクの前に現れた美少女ラセツカ。 

彼女は、リガルードの使命を受けて、ベス 

Guerriere 

Lyeward 
IJ亡ィーK 

西暦2039年、地球におそいかかったエイリアンの 
魔の手--•人類を守るべく立ちあがった謎の美少女、 
その名は”リウイード"// X昍00せましと活躍する 
彼女の姿に、キミもきっとノック•ダウンだ# 好評発売中/ 

ティアというマシーンに乗って、別の世界 

好評発売中/ 

お近<のお店でお求めになれないときは、商品名、機種名、住所、氏名、電話番号を明Eのうえ、 
下記住所まで定価+消費税分をそえて現金書留にてお申し込み下さい。（送料無料） 
〒105東京都港区新橋1-18-21第一日比谷ビル㈱徳間コミュニケーシヨンズAV•業部 

からポクを守るためにやって来た、フリー 

ランサーだという。 

リガルード？ベスティア？？フリーランサ、、\ 

一？？ ？いったい、何のことなの？ 

どうしてポクが、女の子に守られなくちゃ 

いけないの？ 

そして…なぜポクは、危険なの!？ 

ポクと、謎の美少女ラセッカがくりひろげ' 

る、サイバー•アドベンチヤ—•ゲーム.グ- 

通信販売のご案内 徳間書店インターメテイア㈱ 
〒105 部港区新镯4-10-7 TEL.的-435-0834 



しはいよ 

獅謎が完結するガ 

LIPSTICK.ADV 
リップスティック•アドペンチヤ~s H 

Iいよいよリップステック最後の謎が完結する。 
前作リップステック•アドベンチャーから1年〇けなげな女子高生だった音美も今や華の女子大生。チョッ 
ビリ^Aの色気を漂わせながらの再登場は、彼女を知るものの胸を熱くさせています。しかも音美は、単 
Iこ前作よりもカワイクなっただけでなく、より可憐に事件解決(こ突っ走ります。もう、捕らえられ、助けを求 
めるだけのヒロインではありません〇大胆にあなたと一緒に活躍します。そんなカワイイ音美の助けを借 
りて、主人公もグレード•アップ/ より複雑な謎と、巨大な敵を向こうに廻し、時には喧，fcしながら二人 
は絶妙のコンビネーションで立ち向かしゝます//さァ、一刻も早くあなたも主人公fこなってこの最後の謎に 
扦レンジしてみて下さい/ 

Iついに画面に現れた主人公。 
前作では、最後まで後ろ姿しか現れなかった主人公がついにその雄姿を現しました。ちょっとエッチで、普 
段は才トボケの過ぎる主人公ですが、さすがにヒロイン•音美がホレてホレてホレ抜いているだけのこと 
はあって、イザとなった時の決断力と行動力には目を見張るものがあります。 
ピンチに落ちた主人公のアナタとヒロイン/手に汗握る迫真のシナリオ〇もちろんフェアリーテール得 
載のHシーンもタップリ/ご心配なく。 

大好評発売中/各定_0円 
PC的01SR以降対応版 

(5インチ2D4枚組） 

PC9的1VM以降対応版 
(5インチ2HD、3 ■ 5インチ2HD各2枚組） 

通信販売のご案内及び、申し込み方法 

春現金書留の壩合一商品名、機種、メディアを明記してフェアリーテールまでお送！XださU 
•酆便振替の場合一郵便局の振替用紙に商品名、機種、メディアを明記して、口座番号東 

新-140574フェアリーテールまでお申ださい。 

Iギャグあり、涙あり、女の子とのHあり。全てに前作を越えたガ 
二十曲を越える日GMに、手抜きと妥協を許さないグラフィック120枚以上/多彩な登場キャラクター〇 
経快なセリフに迫真のシナリオ。感情移入を盛り上げる名前変更モードにアニメーションに至るまで、あ 
らゆる設定が前作を大きく上回りました〇特にシナリオは、単なる「美少女ソフトJのレベルを越えて、多 
限な音美の心情と、その音美に心を引かれながらも、自分の気持ちに正直になれない主人公の性格を横 
糸にしながら、巨大な陰謀によって次々と弓Iき起こされる血塗られた事件を縦糸に、練りに練ったストー 
リ-が展開して行さます。その奥行吿と広がりの中で、音美と五郎の運命はど3決着するのかVリップ 
スティック•アドベンチャーの完結編にふさわしし\アッと驚く感動のラストシーンがあなたを待っていま 
す。このゲームをしなし、で、もう美少女ソフトは語れない/ 

*通信販売はフェアリーテール宛でお願い致します0住所は下記のとおりです。 

ユニークてオリジナル 

東京都新宿区高田馬場卜33-14サンフラワービル 
B室パソコンソフト關発室内 



的年鶼、初のアクション8RPG / 
愛あり、涙あり、友情あり、…そしてもちろんもギャグt 
美少SVフトも、いよいよゲ-ムSシナリオの賦へ/ 

私たちセ-ラH職士は、正義のためばンバリます/’ 
1997年〇 全土を、恐怖の黒い影が覆った. 

東京の一角にある女子高校では、その直前まで平和で楽しい学 
園生活が、いつものとラりに送られていた。 
「ワーツ/フェリスのお弁当おいしそろ//j 

「あ一げない/ j 

「ミ八ル、およしなさい/はしたない.j 

「美夜の言ラ通〇ですわ、いつでも神様がこ霣になっていらっし 
ゃいますOJ 

「ちょっと、そ一いう江理子の口のまわり•/それはなに"？ j 

「これ7あらやだ、ゴ八ン•ツブですわOJ 

「それは私のお弁当のゴ八ンよ/神に使える者が、そ一いろ事 
をしていいの 

1■およしなさいな、フェリス。お弁当ひとつにはしたいない……J 

微笑ましくも、まぶしいばかりの女子高生達の青春のーコマが、次 
の瞬間には無惨にも打ち砕かれた.。女の子達の悲鳴、崩れ 
落ちる校舎の中から連れ去られる乙女達。愛する友を奪われ、平 
嫌な学國生活を踏みにじられて、乙女の悲しみは怒Dに変わった0 
「待っててね.必ず助け出して上げるわ/江理子、美夜、 

S八ル、みんな無事でいるのよ//」 
純寘可俄な女の子フェリスは、コンバット•スーツに清純な身を固 
めて、愛と勇気と正典の炎を武器に立ち上がった。奪われた友と 
平和な学圓生活を取〇戻すために.『セーラー服戦士、フェ 
リス』として。だが、さらわれた乙女達には刻一刻と恐ろしい魔の 
手が迫る。残された時間は短い、急げ清純な戦士よ/ 

ビッグ•サイズのグラフイックに手抜きや妥協は■切なし/ 



大好評発売中/各定価6,800円 
PC9801VM黷対臓/PCfigSR以降対応版 
(5インチ2HD、3.5インチ2HD) (5インチ2D)昍版は2月28日発売/ 

通信販売のご案内及び、申し込み方法 
•現金書留の場合一商品名、機種、 
メディアを明記してカクテル•ソ 
フトまでお送りください。 

•郵便振替の場合郵便局の振替用 
紙に商品名、機種、メディアを明記 
して、口座番号•東京0-91780カク 
テル•ソフトまでお申し込みくだ 
さし、。 

愛と友情の90年代に向かつて大きくパワ■•アップ/ 製作•企画•販売 

最高に描いた『グラフィック』（100枚以上)と、練りに練った『シナリオ』。 
心にひびく抜群の『BGM』(15曲以上)に、オリジナリティあふれる『ケー 
ム •アイデア』。 カクテル•ソフトの美少女ソフトは、いつもこの4種類 
のゲーム要素にこだわっています0 
『セーラー服戦士フェリス』0パワーとスピードだけでない、愛と友 
傷、そしてギャグSH。全部を大事にした感動モノ•ゲーム。きっと 
ご満足いただけるでしよう。 

オリジナ脚ユニ-ク 

漏謙 
フェアリーテール 

東京都新宿区高田馬場卜33-14サンフラワービル 
B室パソコンソフト開発室内 



k 品名 

メ于ベ？、、、 

美しき獲物たち 
PART I 

美しき獲物たち 
PART II 

美しき獲物たち 
PART III 

美しき獲物たち 
PART IV 

美しき獲物たち 
PART V 

美しき獲物たち 
PART VI 

バビットショー 
PART I 

MAJO 

サンドラ 
学圍物語 

トワイライト 
ゾーンI 

トワイライト 
ゾーンII 

少女遊戯 

PC8801 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 
PC9801 5*2HD 〇 〇 X X X X X 〇 〇 〇 X 〇 
PC9801 5*2DD 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 
PC9801 3.5*2HD X X X X X X X X 〇 X X 〇 
PC9801 3.5*2DD X X 〇 〇 〇 〇 〇 X 〇 X 〇 〇 
FM-77 〇 〇 〇 〇 〇 X X 〇 〇 〇 X X 

FM-7 〇 〇 X X X X X 〇 〇 〇 X X 

X-1 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 X 

MSX2(R) X X X X X X X X 〇 X X k 

MSX2(D) X X X 〇 〇 〇 〇 X 〇 X 〇 〇 

X68000 X X X X X X 〇 X X X X X 

定価 4,000円 4,000円 4,000円 4,000円 4,000円 4,000円 4,000円 6,800円 6,800円 6,800円 7,800円 7,800円 
※〇EPは、発売中。美しき獲物たちPART m以降BGM対応。 

•お求めはお近くのパソコン 

ショップで、通信販売をご希 

望の場合は使用機種名、住 

所、氏名、電話番号を明記 

の上、当社まで現金書留で 

お申し込み下さい（送料無 

料)。当社は、当社が著作権 
を有する本ソフトウェアの複 

製行為、及び賃貸(レンタル) 

行■為について、これを一切許 

可しておりません。もし違反し 

た場合は懲役または罰金が 

課せられます。 

大阪市浪速区塩草3丁目3-26(池永ビル)〒556 a(06)561-P211 
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又つ（PC-88版)t/o名じあし作やう。 

美少女新作I 

Flash 
レイパック 

明の1本/■»はお休みさせていただきます。 

アドベンチヤー…PJ2 

■トガール7.PJ3 

.ム.R74 

«)刊_鱷号〜……R74 



サスペンスAVG'ついに登場/ 

PC-8801mkiiSR シリーズ 5D 
PC-9801シリーズ 3.5.5HD 
X68000シ U—ズ 5HD 

I MSX2 3.5DD 
■発売元/ジャスト 
■発売中(88版、MSX2版は2月下旬） 
※画面は98版のちのです 

あ宅) 

1989年12月一一■。グリ 

り、佳切叫荒ただしくなってきたころ、 
1人の女性がビルの屋上から転落死し 

た。名前は若林淳子。大手広告代理店. 

博士堂の美人受付嬢だ。警視庁サイド 
では、事件の発生現場から他殺につな 

がるような物的証拠と目撃者が見つか 
らなかったことから自殺と断定。事件 

を事務的に処理してLまった。「上司と 
の不倫!?」などと大衆ウヶする見出し 

をつけ報道するテレビ番組や新聞、雑 

誌0家族たちには、淳子が自殺した理 

® 〇 Lの死C 
グリスマス#終^惑i浮かば？:い。v 

、パ》…• • 

久攀j/%る探f! 

湘追求を_こ簾豕i 

,入_を軽視し、 

プ•ラマ^^取材备嗜》ぇか 

ねた淳久1は、ある探似傾 

所に難追求釜中こ簾^^もちろ 

ん、その探偵がプレイヤーであるのは 

いうまでもない。" 

久美は言った。「以前姉は、踏切で危 

険な目に遇ったことがあるらしい」と。 
もし、この踏切での出来事が自殺のき 

っかけだとすれば……0 

今回の捜査には、アイドル歌手で、 
5見在3か月間のオフに入っている中藤 

囟殺で、？他殺う、？ 
判だ手〇 
断つ広亡 
した告く 
た美代な 
が女理つ 
実だ店た 
際。•若 
の警博林 
と察士淳 
こ側堂子 
ろはのさ 
は自受ん 

:殺付。 
と嬢大 

美希（『テ'リンジャー』のヒロインでジ 

ャストの看ネ反娘）が助手として手伝っ 

てぐれるから心強い。それにしても、 

踏切を待つ間に起きた一瞬の出来事が、 
後になって人の命を奪うなんてことが 

あるのだろうか。莫雔¥捜査が始まる。 

美少女指数 9096 

悲しみに暮れる家族 

〇「淳子は自殺したんじやない……。誰 
かに殺されたんだ/」——札幌から出て 
きた淳子の両親は不信感でいっぱいだ 

〇妹•久美の話だと、淳子はこれといっ 
て悩んでる様子や不審な点はなかったと彳 
いう。妹のためにも真実を暴かなけれd 

ら嘯した, 

事件に絡む 

夜の天使たち 
①本名②生年月日③年齢 
④趣味©ひと言 ①中藤美希(なかふじみき)②5月14日生⑬ 

19歳®パソコン通信©クレスト『デリンジ 
ヤー』でデビューの人気アイドル歌手。 

① 若林久美(わかばやしくみ)㊂2月7日生 
② 19歳④パッチワーク⑮被害者•淳子の妹。 
姉の死により東京で一人ぼつちに……〇 

①山添愛子(やまぞえあいこ)②3月29日生 
㉓23歳®お酒を少々……7⑮淳子の親友で 
あり同僚。寂しがりやなとこがまた 

①笹岡友子(ささおかともこ)②7月28日生 
◎24歳④ゴルフ⑮淳子の親友で自由奔放な 
性格のDCギャル。金曜夜は六本木へ/ 

①佐々木優子(ささきゆうこ)②B月24日生 
017歳④パイク⑮ポニーテールの似合ろ女 
子高生。.いまどきのコはす•ご•いり 
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街と踏切の2か所で変な男に突き飛ば 

されていること、そのとき淳子の持っ 

ていた紙袋に、何かを放り込まれてい 
ること、などか半J明。さらに、ヽ'栄一〃な 

る男の存在も明らかになってくる。こ 
うなってくると、もう簡単に自殺では 

片付けられない。計画的犯行の疑いが 

出てきた。踏切前で一f本何が起こった 

のか。事件媚夬のカギはそこにある/ 

〇パチンコ屋にいた栄一。彼はヤクザの幹部ク 
ラスの男。踏切で拾ったある物を見せると…" 

I I 、又.- 

久美の場合"^™- 

「私、寂しいんです……お 
願い、抱いて < ださい」と 
寂しさを隠しきれない久美 

-㈣纖 
捜査は淳子の交兑 

ら。軒の靖^堂の 

受讎をし'^^軒と愛 

子2人に共通の友達の®岡友子。この 

2人は淳子をよく知るだけに、もらえ 

る情報も多い。また、ゲンさん（その 
筋の人）からの情報も聞き逃せないぞ。 

いろいろ調べていくうち、淳子は商店 
〇優子が暴走族にからまれている。助けるか、 
知らんぶりするかで、この後の展開が変わるぞ 

0愛子に誘われ居酒屋へ。こんな美人とお酒を 〇住宅街でヤクザに道をふさがれてしまった。 
飲めるなんて幸せだ。ひと晩ご一緒したいり ど一する7絶体絶命のビーンチ// 

Tfe*-/T\ I l^iDtIc^-TI^i踏切では謎を解く手掛かりが3つ得 事件のカキは踏切た/ 5れる。これはかなり重要なものな 

のでしつかり調べること。ちなみに、ここは 
ジャストのある小田急線経堂駅西側の踏切だ。 

Si篆 

k^8SSSSSSS8S8SSS8S8S8SSSgSSS80858S8S8S8S8S8S8S8S8S8S8SSS8S8SSSSS8S8S8S^8Sg5SS8SgS8§8SSSgS8S858 
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疏しがアナタを守つてあげる/ 

[PC-98015/U-X I 3.5 - 5HD 17800円]■発売元/テクノポリスソフト■発売中（3.5HD版は3月23日予定） 

〇ポクの部屋にやってきたラセツカ。さて、こ 
れからいったいどうしたものか…… 

の店に通いつめ、やっと名前を聞き出 
し、このごろでは彼女の機嫌のいいと 

きには、世間話なんかもするようにな 

っていたんだ。が、しかし、こともあ 

ろうに、突然そこに現れ 
た見知ぬ女のコに「も 

う、アナタから離れ 
ない/」なんて言わ 

れてしまったのだ/ 

えっ、ポクは君のこ 

となんて知らないよ。 
しかもこんな時にそ 

んなコト.。ああ 

っ、 いままでの苦労 
がブチこわしだあ〜//彼女の名 

前はラセッカ。えっ？別の世界 

から来た？ベスティア？リガ 

ルード？ ボクに危険がせまっている 

って？ なにがなんだかさっぱりわか 
んね一や。これからいったいポクはど 

一すればいいんだ……?こんなオー 
プニンダで始まるコマンド選択式のサ 

イバ'一AVGなのだ.グ 

グラフィックの見どころは、業界初 

(?)と言われる逆L字スクロール/ 

おまけに『リガルード特製付録きせか 

えセット』もついてるゾ。みんなで仲 

良く遊んでくれ> みたいな（笑)。 
〇このゲー厶はこ一ゆーゲームではないんだけ 
ど、とりあえずやつちやうか7 

美少女指数 85% 

〇隣の部屋のレイラさんから服を借りよラ 

〇そこに突然現れた謎の 
少女、ラセツカ 

服を着せてあげよ 

68 



litifif11ifiiififf ifffiff!11111 
きやぴきゃぴるんゥシリーズ第3弾 

は、美少女いっぱいのゴルフだぞ/ 

お相手してくれる美少女キャディー 

さんは12人で、それぞれが1コース（9 

ホール）を担当している。そんでもっ 

て、キャディーさんが出す条件以下の 
打数でそのホールを上がれば、そのキ 

ヤデイーさんが服を1枚脱ぐゥってワ 
ヶ。9ホール以内に全部脱がせられな 

ければゲームオーバ、一よん。先のコー 

スになると、ホールが意地悪になりキ 

ヤデイーさんの要求もきつくなるそ、。 

〇グリーン上ね。キヤディーさんは親切だよん 

そのうえ服の枚数も多くなっちゃう/ 

肝心のゴルフゲーム部分はオーソド 

ックスなもので、かなりまともなでき。 
ボールの動きもなかなかいいし、美少 

女がいなくても十分楽しめるよ！？ 

美少女指数 85% 

V 

ナイスバー？V/わたし脱ぎます9 

> 

わたしの要求する打数以下で 
ホールインすれば 
1枚脱ぎま〜すウ 

3一 
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AVG 

士官候補生GAL対海賊の人質救出劇 
PC-8801mknSR シリーズ 5D 
PC-9801シリーズ 3.5-5HD 
X68000シリーズ 5HD 
MSX2 3.5DD 

7800円 

■発売元/全流通 
■発売中 
※画面は98版のものです 

1111111111111111111111 
早乙女学園は士官訓練学校。2051年 

秋、新入生は観光船ローレライでノノ、 

レー観測ツアー"の遠足に出てい 
たか'、なんと、海賊にハイジャック/ 

で、2年生3人が出動。身代金の引渡 

しと、隠密行動で航海プログラムに細 

エし、宇宙軍か'待機する領域に向かわ 

せるという任務を受けた。ゲームはコ 

マンド選択方式のAVG。ら致された 

新入生は淫らに遊ばれている。さあ、 

早くイツて助けてあげるのだ.グ去年 

発売された『〜入学案内』（89年6月号 

掲載）で一般公募したキャラが使用さ 

れているというのも楽しみだね9 

メ〇 
ツス 
セぺ 

ジス 
がキ 
義I 
示を 
さ押 
れす 
ると 

美少女指数 80% 

捕虜になつて 
いる女のコを 
助け出せ// 
広大な□ーレライ。 
居住区には下のよろ 
な設備がそろつてい 
る。人質はどこだ7 

蹴って殴っての美少女アクション/ 

X68000シリーズ[5HD 1^800円]■発売元/テクノポリスソフト■発売中 

エイリアンの魔の手から_を守る 

ため、一人の少女が敢然と立ち向かう 

アクションゲーム。ルールは簡単。右 

へ右へと進みながら敵キャラ（もちろ 
ん女のコ）を飛んで嫩って殴ってやっ 

つければいいのだ。各面のラストはボ 

スキャラ（これも女のコ）と一,騎打ち 

で、勝てばボスの16やかな（？）ダラ 

フィックが'いっぱい出てくるのだ。キ 

ミは全4面+aをクリアできるかな？ 

がの。 

キや面 

… ~ Yは 
I KEEP OUT だソ I 

多？ 
、，メ女月！ 禪?2 

美少女指数 

な〇 
V z> 
ツわ 
ばつ 
か// 

のプ 
4キ 

一，メ面ミ 

80% 



幾繫幾繫幾繫毁繫戮繫滎蹩滎邂戮繫幾繫滎蹩滎蹩滎蹩滎蹩滎邂滎蹩滎蹩戮繫戮繫: 

議#3^卜trラ綸ヲ汐〇 
% 
裟 
淼 
数 
m 

u 
W 

おまだせつ/のトビラ絵フレゼントです。 

今月はテクノボuスソフトさんのご厚意に 
より、65ページで使つだグラフィック（右 
にも掲載）の入つだティスクを川名にあげ 

ちやいます。機種はPC-88版。希望者はハ 
ガキに、•住所•氏名•年齢.鼋話番号# 

使つている/ \ソコン•今月のレモンちっ< 

WORLDの感想と要望(具体的に/)を明 

記のうえ、亍105東京都港区新橋4-10-7 

TIMテクノポリス編集部『3月号美少女卜 
ビラ絵プレゼント』係まで送つてネ。締め 

切りは3月8日（必着)。描きおろしのグラ_提供/テクノポリス卜 

フイツクデイスクがもらえるのはテクポリ『GOLFきゃびきゃびるん^?』 
だけ/ ドシドシ砲募してねんウ （69ページで紹介)より 

幾繫戮餒幾繫教蹩滎邂戮繫滎蹩滎邂戮繫戮繫滎邂效蹩滎邂滎蹩滎蹩滎鑊戮繫滎蹩戮游戮繫效您滎餵滎燧鐵蹩效繫鐵 

桃源郷モードONLYの天九牌/ 

XXXXXXXXIXIIIIIIXXXXXI 

0みんなから金をま吉上げる/ バカヴキ// 

これだからやめられない止まらない 

あの『天九牌』の桃源郷モードだけ 
が、スペシャルエディシヨンとして帰 

ってきたゾ。女のコは前作より4人増 

えて全部で9人。職業は、女子高生. 

婦人警官•看護婦さんなど様々だ。 

天九牌とは、32個の牌を使って遊ぶ 

中国古来のテーブルゲームで、ドミノ 
とも呼ばれている。ゲームは、ようす 

るに運だけの賭けってやつ。それだけ 

に、どういうふうに賭けるのか、その 

駆け引きが勝負の分かれ目になる。女 
のコの〇が見たけりや勝つしかないぞ。 

賭け方は、テー•チヤン•ギユーI -という。これは、自分が 
勝つか相手が負けるのを見越す-といつだものだ。 

〇まずは、テ_ •チヤ 
ンなどの賭け方を決め、 
その後に賭け金を決め 
る。とにかくツイてい 
るヤツをチェックして、 
自分を有利にすること 
を考えよラ 

〇配られた牌の掛け合 
わせで役が決まる。そ 
して勝負は、前後の役 
が両方とも相手より上 
でなくては勝てないの 
だ。役には皇帝>天> 

地といった強さがある 

天九牌めカン^な説明デ;！:イ 'ノ .ノ —ス•.厂じ‘-^ V LJ Is- 

Special 
〜桃源の宴〜 

080万渡して 
やつとこれだ 

女のnが脱ぐ服の数は、 
自分がい <ら彼女たちに02011^^ 

お金をあげる(貸すのでこれだけしか 
はないつ//)かで決まる。脱がね〜の 

看護婦 

運動部員 

女のコは総勢9人。すぐ脱いで 
くれるnもいれば、全然、脱が 

ないコもいたりするのだ。 
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クイズに答えてニューヨークに行こう 

[TTTTTT1 
マラソンクイズなどなど、スリリング 

で本物顔負けの迫力。また、お金•体 
力•運•道具の4つのパラメータが加 

わりゲーム性もアップ。ダラフィック 

はちょいアダルトだけど、これか、また 
艶めかしくてE気持ちになっちゃうぞ。 

が丨〇 
決レこ 
まッ； 
る卜が 
のの移 
だ数動 
で画 
行面 
杏0 
先ル 

8096 

1こ〇 
人でい 

0落よ 
キちい 
ビるよ 
シの已 
iは人 
ツたに 
//つ0 
たこ 

美少女指数 

「ニューヨークに行きたいか〜!？」で 

おなじみの、ウル〇ラクイズのパソコ 

ン版が登場。遊び方は、すごろくとク 

イズを合体させたような感じセ、ルー 

レットをまわし、出た目の数だけ先へ 

進み、止まったところでクイズに答え 
るのだ。野球場でのOx予選クイズや、 

ジャンケンの勝ち抜け、さらに早押し 

〇目指すはもちろんニューヨーク。まずは〇x 
式クイズでふるいにかけられる。右上のパーは 
制限時間。第1問目は自由の女神の問題かI? 

OHSST (リニアモーターカー）の中で出会つ 
た3人娘。「むふふ…jコマンドで…… 

今をときめくウォーターフロント。 

そこで開催中の横浜博が舞台のA V G 
だ(ちパ、日糊はずれだが……)。ゲー 

ムの目的は、誘拐された彼女を助け出 
すこと。そのためには、コンハ。ニオン 

のお姉たまのパンティを10枚集めな 

くちやならない（そこ、ブーブー言わ 

ない/)。けど、コンパニオンたちはみ 

んなおカタく、（当たり前だが)おいそ 

れとはハ。ンテイをくれない。ここは彼 

女のため、ない知恵しぼってアタック 
ウギャルギャルだ〜.グ 

美少女指数 8096 

このお姉たまの場合は、うまくお友だあまりの怖さにチビツてしまい、バン 
ちになりジエツトコースターに誘ラ。 テイを脱がざるをえな<なるのだ。 

… 
そけな〇 
laじこラ 
そやとま 
れモもく 

、ノ ° し、 
ガ足パく 
Iレ〇ンと 
|レなテ' 
Iレし' イこ 
// °だん 



20歳の誕生日を5日後に控えた王子 

は、父親の王様から結婚を強いられる。 
この国の決まりで、王位継承者は20歳 

の誕生日までに、その結婚相手を国民 

に披露しなければならないのだ。愛の 

ない結婚を嫌った王子は、花嫁を自分 

で見つけるべく街に出ていくのだった。 
そして出会ったのが娼婦のアニー。王 

80% 
子はこのアニーに一目惚れし、彼女と 

の結婚を決意をするのだが一という 
わけで、この娼婦アニーを王家の花嫁 
にふさわしい女1生に仕立て、王様に結 

婚を許してもらうのが目的なのだ。 

〇右の女のコがアニー。彼女はみなしごで、悪 
いヤツらに目をつけられ娼婦にさせられてしま 
つたのだ。ゲームは選択式AVGだよ 

^ I I アニ」を花嫁として認めてもらうには、き方•話し方•食事•ダ 
ンス"の4つをフスターさせな < てはなない。だからこの特訓も愛 

旅嫁Iフかス食Ahけ径牲illl のムチなのだ。 

『電脳学園EXTRA』と『ドラゴン•ナイト』 
テレカをプレゼント ①「電腦学園 

EXTRA」 
提供/勁文社、 

GAINAX 

マニアが泣いて 
喜ぶ、あの『電 
脳学園』が本に 
なつだ。その手 
の問題がなんと 
155問も入つて 
いるぞ。 

メー/5— さんの御厚意により今月も2つブ 
レゼ'ントがあるぞ'。欲しい人はハがキに、 
希望商品名、住所、氏名、電話番号を書い 
て、下のあて先まで、。缔切U3月8日（必 
し， 着)。発表U5月号で、。 

㊣「ドラゴン. 
ナイトjテレホン 
カード 提供/エルフ, 

おなじみ超燃えRP i 
Gのテレカだ。美少| 
女がだ<さん描かれ| 

たデザインがナイスA 
ですよ〜。、 ^ 

UT SPftCS KEY » 

PC-8801 mkn SR シリーズ 5D 
PC-9801シリーズ 3.5-5HD 
X68000シリーズ 5HD 
XIシリーズ 5D 
FM77AVシリーズ 3.5D 
MSX2 3.5DD 



などで参加できるようにしていくとの 

こと。これは要チヱックだね。 

美少女指数 8096 

美少女ソフト界にまたまたディスク 

マガジンが登場。3月21日の創刊に先 

がけ、.創刊準備号というのがまず出た 

のた'。このディスクマガジンの大きな 

特徴は、同人界で有名な人たちを使っ 

ているということ。C.G•集をはじめ、 

連載紙芝居小説、1シ、°ズルなど売りは 

当然グラフィック。マニュアルもほと 

んど同人誌のノリで、 

マンガやイラストがにぎやかで楽しい 

のだ。このソフト、その手のマニアに 

アピールしつつ、一ユーザーもCG 

iPTc 

でc 
遊G 
ベM 
る丨 

CGMIXI これに參加してるのは、あそうみる<、M—巳〇丫、 
地球丸、みのだけんいちなど知る人ぞ知る有名人だ 

主人公•須藤弘之（プレイヤー）は、 

最近女のコとのエッチの最中に不思議 

な幻想をよく見る。それが一体:何なの 

か、なぜそんな幻想を見るのか自分で 

000000000000000 

mm マニア向け(I?)デイスクマガジン登場/ 

X 

I PC-9801シリーズ3.5-5HD |加00円| (MS-DOS Ver.2.1以上が必要です）■発売元/ソフバル■発売中 

対く _ 

IJLI 

〇全体画面はこのよ3にシンプルぶるぶる/ 

もよくわからない。ゲームの目的は、 

この幻想の謎を解明すること。そのた 

めには徹底的にこの幻想を見て解くし 

かない/と考えた主人公は、手当たり 

次第に女のコを誘うことに……。 

ただエッチというだけじゃなく、画 

面をスクロールさせて女のコを見せる 

など、なかなか凝ったAVGなのだ。 

愈編 

〇編集後記のよ|つなもの。 
業界裏話ち聞けるかち^: 

V•いふ ^20时 -^ 
i ;wi- - 

吻pi UW广 

wIi舅i 霞s Mス^{1る§し^:> 

^1111111 
safftliilis 

■■©■©©©©©a©© 

一雨親げイギリスー^出$て、_ 
|現在妹12人暮ぅし。兄キの 

イイ(i7eあ I 

妹の白合 
悩みの夕木 

\Jw^D©loG- 
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モノからお嬢様クイズまで様々。これ 

がなんと600問も用意されてるからモ 

〜大変。そのかわり正解率が80%以上 

なら、彼女たちのウウなお姿が样める 

そ'。ファンにとっては待ち遠しいネ。 

■制作/GAINAX販売/ゼネラルプロダクツ 
■発売予定/3月10日 

好評のシリーズ第3弾は、おなじみ 
の『トップ■をねらえ/』が登場。ゲー 
ムシステムは前作までと同様、〇Xク 

イズ形式の野球拳だ。ユング、カズミ、 
ノリコのトップ3人娘が出す問題は、 

アニメ、特撮をはじめ、ロシア関係、の 

美少女たちの叫び声をきけ/——ももいろ新作情報 

3^3 

※こめゴニナーで紹介して 

濟 lash 
今月はページ 
の都合で3本 

だけしか紹介できない。ああ、なんて悲しいんだろ 
(みんなゴメシネ)。でも、どれもこの春イチ押しの 
ゲームばかり。ほんのちよつとの記事だけど、これ 
からの明るい美少女計画に役立ててほしいなゥ 

ナーで紹介している画面は開発中のものです 

■発売元/データウェスト 
■発売予定/TOWNS版は3月12日、ほかは未定 

■発売元/エルフ 
■発売予定/88版は2月1阳、98版は3月16日 

西暦2001年、巨大実験^市「NEO- 

TOKYOjを舞台に繰り広げられるキ 
ヤンペーンタイプのシミュレーション 

WNWF了、ノグラ•マーケットの崩 

壊とダルジィの復活。そして出現する 

強棲獣曝兵器G —R……。2月号で 

『Zero』を紹介したばかりだが、早く 

も5作目の情報が入ってきたぞ。今回 

の目玉はズバリ、アニメーション。新 

開発のDAPSを使い、512X300ドット 
■l^•.■m^川ll•••邐m^ll川••^\m^•^\l川ll■••Jm\l川ll•.Jm^川l^•^\川lll^^川ll^•Jm^llll^‘▲ 

アイズ〃なる女性は、優れた統率力で 

「NEO-TOKYO」を支配下に置き、 

独立を宣言。プレイヤーの目的は、 

の女の正体をつきとめ、独立を阻止す 
ることにあるのだ。このゲーム、めん 

どうな操作を省き、誰でも気軽にプレ 
イできるものにするとか。そしてエル 

フおなじみの美少女軍 

団も大挙出演。今から 

でブロンウインか動くのだ。この作品 

で『第4のユニット』第1部WWWF 

編も一応完結。それだけに、ブロンウ 

インの活■躍か期侍される0 

111111■ a 

ゲームだ。突然現れた、ソリスタル• 楽しみな1本だね, 

PC-8801mkiiSR シリーズ 5D 
8800円 

PC-9801シリーズ 3.5.5HD 

PC-8801 mk ii SR シ U-ズ 5D 
6800円 PC-9801シリーズ 3.5.5HD 

PC-9801シリーズ 3.5-5HD 
8800円 X68000シ U—ズ 5HD 

FM TOWNS CD-ROM 

1 

m 

FOXY(フォクシー) 

D-Agsun 
〜第4のユニット5〜 

mmi11 

©BANDA—' VICTOR' GAINAX 
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胃[jr^S>cz 負けて脱<cのは女のコばかり 
じやない0なんとプレイヤー 

〜ノ^办リノロ も脱がされるのだ/う〜ん、 

X68K版はさすがに一味遑ろぞ 
98版は88版と大差®いけ 
れど、さすがにX68K版 
は違う。グラフィックが 
美し<、美少女がより美 
少女なのだ〇ゲームの 
雰囲気もちよつと違ろよ。 

OX昍K版のためにグラフ 
イツクを描き直したそ一だ 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX^ 

〇 Bなかなか手強い七糾べ 
さ〜てさて、まずは『アップル•ク 

ラブ1』のご紹介。ゲームはおなじみ、 

説明するまでもない七ならべだ。お相 

手は美少女3人ウ5回戦やって、ビ 

リの者が服を脱ぐというシステムだ 

(プレイヤーの順位によって脱ぐ服の 

枚数が違うよ)。5段階で脱V、でいく 

ぞ。しかし、だれかがスッポンポンに 

なったらゲームオーバ'一なので、3人 

のウな姿を見るのはすんごく大変なの 
だ。それに、女のコたちがなかなか強 

い/パスして止めるんだもんな〜。 

〇見てのと一りの七ならベ。絵札もカワイイよ 
ね。女のコたちもなかなか強く、意外なほど(失 
礼/)遊べるゲームに仕上っているぞ 

圏— 
0ttかわいい日本莆話ボムジャム 

psfflDpEI 
■■■■漏! 

1.: . 一 F■圔圏囑 
〇よ〜く見るとわかるが、パイのグラフィック 
のテキがとってもいいのだ。日本音話ふろって 
のが笑えるよね。役もとってもヘンだぞ 

『あっぷる•くらぶ2』は、麻雀を簡 

単にしたいわゆるボンジャンってゲー 

ム。そんでもって全体が、'日本昔話^ 

でできていて妙な味を釀し出している 

のだ。よくできたパイのデザインも、 

美少女たちのグラフィックも、はたま 

た役までもがぜ〜んぶその世界。 

『〜1』とは違って、3人の中から1 

人を選び対戦し、そしてある点数まで 

いけば相手が1枚^を脱ぐQというシ 

ステムになっている。、'禁断の行為〃な 

どという役名もおかしい〜。 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

PC-8801 mk nSRシリーズ 5D 
3800円 

PC-9801シリーズ 3.5-5HD 
X68000シ U—ズ 5HD 4500円 
■発売元/フェアu—テール■発売中 

テープルゲームで美少女と遊ぼ 

ジプル•クラブ1 
つぶる.くらぶ2 

美少女グラフィックの質と置（全36人、 
216カット/)が目玉のこのシリーズ。 
でもゲームも十分楽しめちやうのだよ。 

4㈣ 



xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

美少女てん：盛り访デー勺集にウうウう 
このシリーズのウリは、良くできた ろう（98版、X68KJSは2枚分を1枚に 

ゲームもさることながら、10枚にもお収めて5枚なのだ)。1枚に3人入って 

よぶ別売りデータ集と言ってもいいだ いるから10枚で30人/ ロリコン、制 

服、お嬢様、そして和服姿まで、時代 
のニーズにマッチした（!?）美少女たち 

がい一っぱいQ着てる姿とイロッぺ 

一姿を合わせて載せたので（苦労した 
ぞ一)、好みのコを見つけ出してね。う 

〜ん、目移りしちゃうわ0 

※別売データ集……88版は各1500円、98版、X68K版は各3000円。まだ、X68K版はすべて、ソフトベンダー武尊からの発売(税込), 



膨大なサイズがゲーム主流の今、あなたはゲームを始めるのにとまどいを感じてい 
戦いに勝利するには数十時_かけなくてはならない。果たしてそれだけの十分な時 
西暦2001年、巨大実験都市『NEO-TOKYO』。 
滅び逝く地球環境を予期した人類は、大がかりな宇宙空間移住計 
画をたてていた。そこに突然現れた『クリスタル•アイズ』という女 
性。その女性は不思議な力を持つ女性であった。彼女は市民や軍 
隊を洗脳し、成装させ、すぐれた統率力でまたたくまに『NEO- 
TOKYO』を支配下におき、巨大実験都市『NEO-TOKYO』 
の独立を宣言した。これに対する『NEO-TOK丫〇管理局』は、 
この女性の正休をつきとめ、『NEO-TOKYO』の独立を阻止 
すべく行動を開始したのであった 。 

•『FOXY』は、キャンペーンタイプのシミュレーションゲームです〇『F 
□XYjを一言で言うと.『美少女が登場する本格的シミュレーショ 
ンゲームで•画面がきれいで見やすくて•ゲームの内容がレ〇かりしていて• 
なおかつグラフィックのサイズが大きくて•ストーリー性が高く、のめりこ 
めるソフトで•操作がめんどうくさくなくて•マニュアルを読むのに一時間 
もいらなくて、それどころか、ゲーム中にマニュアルを読む必要がなくて、 
だからと言って内容が薄いゲームじゃなくて•もちろん巳GMやアニメー 
ションもしっかりしていて•当然、戦闘シーンもリアルにアニメーションして• 
やりはじめたら止まらないソフト』です。なぜ、やりはじめたら止まらない 
か？.それはストーリーの構成が、簡単にクリアーできるショートス 
卜ーリーから始まり、だんだんと難易度が増してしヽくタイプのシステムに 

特 
FOXYオリジナルテレ 
ホンカードを、ゲームを 
終了させた先着400名の 
お客様にプレせント致し 
ます、詳IX娜品のマニ 
ュ7Vレをごらんください0 



ませんか？.…"数百の部隊を管理し麻大な広*のMAPで相手と戰ぅ〇しかUその 
聞をゲ-ムに費やせる人がどれだけいるでしようか？ 
なっているからです。シミュレーションが始めてとしヽろ人でも大丈夫、最初 
の面は簡単に、そしてだんだんと難しくなるようにつくられています。 
•『FOXY』は、一つの大きなストーリーの中に、小さなストーリーがい 
くつもつまっています。シナリオも練りに練り上げました。 
•画面構成やグラフィックの内容には自信があります。サイズの大きなビ 
ジュアルを心ゆくまでお楽しみいただけます。 
•キー操作や画面表示にも力を入れました。『操作は覚えやすい事が一 
番』をモットーに、マニュアルを見ないでゲー厶が進められるシミュレーシ 
ョンゲー厶を実現しました。 
•シミュレーションの世界では、キヤラクタの感情移入がしにくいと思わ 
れましたが、な、な、なんとあなたが操作するのは女性戦闘部隊ですので、 

思わず愛情が生まれてしま5事でしよう。 
•戦闘シーンにも自信があります> リアルに描かれた戦車や飛行機がリ 
アルタイムに戦います。もちろん、効果音もバッチリと効しヽています。 
•『ドラゴン•ナイト』で好評の『スペシャル•ディスク』が、FOXYにもも 
れなくついています。もちろん内容もパワーアップ!！クリアしたシーンを 
もう一度見るだけではなぐミュージックモードやキャラクターパターン 
をエディトする事もで杏、その上エルフ特製のスペシャルアニメーション 
を見る事がでをます。 

通信販売をご希望の方は 

株式会社エりいフ 
〒169東京都新宿区北新宿1-12-5 

*現金書留め場合. 
商品名、機種、メディアを明記の上 
エルフまでお送り下さい。 
*郵便振替の場合...... 
郵便局の振替用紙に商品名、機機、 
メディアを明記の上、口座番号 
東京3-191196 

エルフまでお申し込み下さい。 



究極の「女の子攻略⑩特訓ソフト」劂 
彼女のハートがしっかりシミュレ- 
シヨンできたら、君のデートは、もう完 
璧なはずだ。親切データベース， 
タイル別デートスポット350〃を使つ 
て、即実行に移そうね。 

ザ•デートはPart1.ヰデート虎の穴カレッジ〃とParti 

、、おすすめデートスポッドの2部構成。 

Part.1デート虎の穴カレツジ 
女の子の気持ちを、1から1〇まで手取り足取り。君に 

女の子の攻略法をたたき込んでくれるぞ。 

(心理教室）まずは女の子攻略の基本ノウハウを、身 

に付けよう。女の子の不可解な心理を徹底解剖 
'、女性心理チXツク100"。 

(実技教室）会得した基本ノウハウで、女の子を口親 

こう。5人の全く違ったタイプの女の子が講師、'''テ¬ 

トシミュレーションゲーム"。 

(診察室）「振られちゃった。jという君は、美人の女医 
さんにやさしく診察じCもらおう。君のテクニックの徹 
底的な診察チェックが、もりだくさん。 

Part. 2おすすめデートスポット 
「デート虎の穴カレッジでばっちり鍛えて、いざ実除 
の女の子にアタック。」という君に天の贈り物。あ® 

娘が喜ぶデートスポットが、オリジナル取材で最新 

データベースになったぞ。遊園地からディスコまで 

350。写真•地図•メッセージが付いているから、袖 

めての時も安心だ。 

■B.G.M.は、すべてオリジナルのCDサウンド。 
登場人物は、すべて実写。女の子の表情が、リア1J 

f■ィたっぷり。おまけに生の声が、迫って〈るぞ。 

1^ 
欠.::扇一 

丁OWf\S 

2月 
CD-ROM 

発売予定 
価格：¥9,800(税別) 

日本メテVアプログラミング株式会社 
〒130東京都中央区日本橋浜町3-19-2 
TEL.03 (668) 2852 



イラスト/〇CHA 

さてさて今月は、コミケット37の 
同人ソフトがせ一そろいだそつ/ 
同人ソフトが大好吉な人は集合な 
のだ/そのほこも、パソケッ 
卜や送られて_固人ソフトの紹 

なおバッ1 

圆娜ヲ喊繼 
亏つゞ—PJ2 
取D急ぎ己本紹介!? 一 R90 

/WTツト8橋 8本の同人ソフト紹介一P.92 

饌§ぅ"®®。^)_ネットワ■ワ —P.97 

短期集中連載卜な益リ同人ソフト金作りましよ/—P.100 
同人'フフK>7しセし卜COMIC D6-Jinソフトくリ⑽by佐藤元一P.105 



PC-88 

帝国の崩壊 
By#c.c.cas.ET 

PC-98 

THE PP 

1989年、12月24日。この日、 

第37回目のコミケがめでたく 

開催.グ今回は会場が幕張メッ 

セということで、テクノポリス 

同人耳对才薄王の面々は徹夜明けに 
も関わらず、期侍と不安を胸に 

抱き、さっそうと取材に挑んで 
きたのだ/とにかく会場が広 

いだけに、出展されたソフトも 

多いこと多いこと.。とくに 
PC-98版やX68000版の16ビツ 

卜のソフトか増えてきたのにビ 

ッタリ/もちろん、参加サー 

クル数や同人ソフトを購入する 
人たちの数もますます増えて、 

会場内は熱気ムンムン。てなわ 
けで、その人ゴミにまみれなが 

ら購入したソフトの数々を、こ 

こでど〜んと紹介するぞガ今回もペー 

ジの関係で、新作の同人ソフトのみ掲載。 

なお、都合により掲載できないソフトも 

多少あります。ご了承ください。掲載の 
順番はコミケットカタログと同じなので、 

コミケに行った人は熱気を思い出しなが 

ら見よう。行かなかった人も右上の幕張 

メッセの会場図と照らし合わせながら見 

ると、情景か想像できるかも！？ 

44 50円 AVG 49 あんドーナヅ 49 
By參SWEET software BIT♦赤ちようちん 

同人ソフトがメインで 
出展されていだゾーン 

このへんは、コンピユ 
ータ関連のグッズ、同 
人誌などにまみれて、 
同人ソフトが出展され 
ていだゾーン 

FM TOWNSが並ん 
でいだゾーン 

3ミケ”卜37 

とにかく新作の同人ソフトだけでも、屯 
のすごい数/しかし負けずに取材して 
きだから、その成果を見てちよ一だい/ 

今回は同人サークルさんのコミケレポ- 

卜付き/ そちらも見てねつり 

〇あこがれのひろみちやんをもの 
にするだめに校内をさまよ-5アド 

ペンチヤ—ゲ—ムだ 

〇恋人シヨウコと仲直りをするた 
め、女子寮侵入に挑戦するコマン 

ド選択式の50円0G 

5s 
ta巳—〇 Wで反乱軍(n 

ンピユ—夕)を相手に戦^シ///ユ 
■シヨンゲIム 

064のエUアをnンピユI夕と取 
り合う「坊主め < り」!?力—ド 

の絵がバンツつてのがイイねえ〜 
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msiTj 

BT^Individual software 

?5B m 3B 
『オラン嫌うなぎのゆめをみるか』。こ®ソフト％鹂した 

メ-力-8次のうちどこ？ 

1 m 
2雜涵 

3 JAST 

PC-88SR 

By*西沒企画 

PC-88SR 

56 —長十郎江戸日記 57 EAST&EAST 
By 籲 T.C.Publication 

PC-98 

By#Carry-Way TEAM 

PC-88 

〇TAKU予備校 
By籲ミツドナイト•シアター 

PC-98 

a DISK 
B7籲Ohm soft 

どれをくんれんさ4すか？ u-2) 

MSX2 

乘藥嫌藥蘿嫌藥徽藥藥雖雖進徽嫌Mr梟-M-集康康蘿_ 

IみなさんめおかげてすVol.2 

26サークル合同イベン 

前回より始まった同人サークルたちが主 

催のイベント「みなさんのおかげです」。 

もうほとんど知っていると思うけど、知ら 

ない人のためにちょっと説明するね。同人 

サークルさんが、「日ごろ作ったソフトを 

楽しんでくれるユーザーの方々になにかお 

礼をしたい/jてことで26のサークルが協 

力し、自分たちのソフトを購入してくれた 

人に券を発行して、その券を何枚か集めた 

人にプレゼントをするっていう企画なのだ。 

で、その企画がこの冬コ 

ミでも行われたってわけ。 

前回は券を10枚以上集めた 

人がプレゼントをもらう対 

象だったのを、今回は券を 

5枚以上集めれば0Kという 

ことで、予想以上の人数だ 

ったようだ。そのため、や 

むを得ず空クジまで出して 

14 

% 

% 

% 

しまったらしい。もちろん、これだけ人が 

集まったのだから、この企画もとりあえず 

成功。次回のコミケでは今までの反省点を 

踏まえ、また行う予定だって言うから、知 

らなかつた人も次の機会にぜひ参加してね。 

幫聲今寶、條舊#1今嘗フ條ラ解囑f ic衆 

NEUROSIS 
B7# KISS SOFT WARES 

PC-88SR 

DISK我楽2号 
By#S-KEN SOFT 

P 〇-88、PC-98 

50スーパークイズワールド52ミステリーは纖と共に53 edono polis 

OFM音源、フウス、アナログ対 
晒のAVG。刑事北原が、平野の 

家に遊びにきたところから始まる 

〇クイズゲ—ム//全15問で、10 
問以上正解しよろ/ちなみに初 

參加のサークルさんです 

〇恋人のために東の国へと旅立つ 
少年が主人公のフイ—ルド型RP 

G 

〇いわゆる「おいちょカフ」。3姉妹 
_とフアンタ♦/ン—編の2つがあつ 

て、もちろん勝つと……〇 

〇) 

CO で、 

〇制限時間のある三択式クイスゲ 
ム。授業は6時間(6ステ—♦/ン) 

で、それぞれ|定数の問題が出題 67 

〇ゲームや音楽.ヴラフイツク集 
のディスクフガジン。ゲ—ムは4 

本入つているぞ 

〇隣に住んでいるVチゴ姉さんが 
何者かにさらわれだ/イチゴ姉 

さんを捜して長十郎はさすら^!? 

I 麵 

0 

〇自分の□ボウトをバトルの大会 
に出場させて、どんどん強<させ 

るSLGなのだ 

160 

〇クイズ、すごろ<、簡単なゲ— 
ム、次回予告などなどが、7つ入 

つだソフト 
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BIT*概念出版 

_ 
PC-88SR 

1〇ぱわふるじやんけんEXE10 PUZZ CARD2 

By籲あらろんばや 

PC-88 

BY^SS-PROJECT 

PC-88 

BT^STUDIO CRUSADER 

XI turbo 

WITCH，S BRAIN 
BY •PHOENIX SOFTWARE 

PC-88 

BREAK-DOWN 
BY«SLIME SOFT 

BREAKDOWN 
PC98 

By春あらろんばや 

X68000 

Soft Ver3 
By春3.5インチ堂 

MSX2 

5 人生いきぐされ 

PUZZLE 5 
BY#PROCEED 

PC-88SR 

68 BLACK BOX 87 URAZARDRY 

アンナミラース大貧民 
By•貧民日報社 

X68000 

6/ ALFARNE 67 R^Uf!^r§R _ 67おチョコでほし、 

〇あの『パワフルじやんけん』の続 
編(9)。女のnの脱いだポ—ズガ 

超色つぼい野球拳ゲ—ムだつ/ 

02枚の力—ドを順々にいれかえ 
て完成させるバズルゲ—ム。今回 

は防害キヤラも入つて難度上昇/ 

〇姉妹ゲンカが小遣いを払つて傭 
兵を雇い決着をつけることに。不 

穏な魔法も飛び出すSLG 

〇他方面に渡つて出題されるクV 
スゲ—ム。面クUすると女のnの 

ォィシィ画面が待つている!? 

〇某RPGのパ□デイ—AVG。 
でも地下深<には、ちやんとしだ 

迷宮があつだ'0する 

〇四角の囲みの中に隠されだ稻を 
HINTを使つて探し出す、ちよ 

いとひねつだバスルゲ—ム 2 
〇青石をゴールまで運ぶ1Jアルタ 

Vムバスルゲ—ム。石を引つ張る 
磁石とかアイデアが新鮮 4 

〇神経衰弱にフラスarしだソフト。 
最初に4人の女のnから1人選び、 

一定枚数カードを取ると脱ぎ脱ぎ 

〇よ<映画にあるnインがヴラス 
のどこに入つてるかを当てるゲ— 

ムのおチヨn版 

〇某ファ—ストフ—ド店の女のn 
Qグラフvツクが見れる力—ドゲ 

Iム。トランプの大霞で勝負/ 

〇女のnがアニメ—シヨンする、 
-3 ちよつとHなグラフイツク集。見 

望えあり” 

BO 
R 

U 
I— 

-I 

3 
〇何枚かの絵から好きな絵を選択 

できるバズル。つていつても15バ 
ズルのことだよ〜ん 

南 

湘 

3 

!!□□□囫口 
□□□□國 _ 

□_□□圈 口 
sn圃圔□□ 

□□ 
〇同じ数の力—ドを当てるちよつ 

とムスいバスルゲ—ム。全部のバ 
ネルを取ると湘南のc,G •が!? 

〇アVテムの選択が豊富なシユ— 
ティンヴゲ—ム。敵の<7ラフィツ 

クはなかなかのでき!? 
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BY^STUDIOめんたんびん 

SEE THROUGH 
B7籲 FLYING GARDEN SOFT WARE 

X68000 

PC-88 PC-88SR 

パにO 
Aお痴 
V付漢 
Gさの 

ン□ PC-88SR 

BY^SWEET^MILK 

PC-98 

BT^YAMACO software products 

•X68000 

19 THE SATELLITE 2 19ぼか★じやんVerl.O 

裕子のアルバイト日記 
By •Cross Soft 妒鲈，in，<。いvし..、へ， いji。セ.， 

PC-98 

撃殺/野球拳 
By籲ばそこんさ〜くるL.P.S 

FM-7 

11 CYBER MAGIC V2 
〜Uttle Treasure〜 

Galつ子Card 3 

ki 

BIT春フイクロはげチヤビン 
21 あたつ <25 23 BLUE MINT 25 

By籲きやらめるりぼんsoft 

25 びん< すとつ—む 
Bys.s.sシューテインクスタ-ソフトウェアーズ 

14 Oh/ the NALLY 15 
美穂のトキメキ 
アドベンチヤー 18 

BY#Meta Dyne By#PC-FC ▽イコンクラフ 

29 Obliation 齡2 

のルC 
by^POP Software 

のnが相手のポ—力—。勝つ 
と、少しすつグラフイツクを見る 

ことができる 

〇マウスで簡単にゲ—ムできるギ 
ヤル相手のフラックジヤツク。グ 

ラフイツクもなかなかフUテイ— 

〇行方をvらましたアVKル歌手 
「MIHO」を探すのが目的のn r> 

ンド選択式A>G 

〇どつかのフア—ストフ—ドの女 
のnの下着の色当てゲ—ム。カン 

と確率の勝負 

〇ご存知15バズルだつ/完成す 
るとカワイイ女のnの<7ラフイツ 

クを見られる 

EHS 
〇ポI力Iのストレ—卜以上の役 

を作つて早く上がつたほ-5が勝ち。 
相手の持ち点が〇になると£>9 

〇前作に引き続いて惑星の衛星軌 
道上から®艦に脱出/しかしffi 

艦に戻つてからPクシヨンに 

〇 fcAND 丫巳〇XIV』の改 
訂版。女のnも魔法もアイテムも 

前よりかなり増えだぞ 

〇複雑なバズルゲ—ム『ST 
F -SZJと、アクシヨンバズ 

—ム『〇太郎』のc\H4Wて!? 

2 〇キヤラクタ裕子を動かして、時 
間内に赤いポ—ルをグラスの上に 

持って行<バスルゲ—ム 

〇セ—ラ—服の女子高生を相手に 
^1 野球拳しちやおラ/つてい〇ソフ 

卜だぞ& 



X68000 PC-88、X68000 

By •16s 

PC-98、X68000、FM TOWNS 

まいんどすと一む 
By 修緑水 Software 

TRIANGLE HEART’S 

By暗黒媒体ソフトウェアーズ 

X68000 

POKER SISTERS GOLD 
B)T參緑水 Software 

X68000 

Smoke Glass 
BY# Marlin Software 

PC-88SR 

BY® System HAL 

PC-88SR 

41 サディステックゲー7—ズ 
〜PART-1家庭教師プレイ〜 

41 REMIX EXTRA 

BT^HYPA SOFT 

PC-88、PC-98、X68000 

BT# System HAし 

咖㈣切 

▲.1 しこ4a 

•mmm 
Level 02 
ii 023 
駝013 
あと0248 

PC-88SR 

40 ナイスじやん/ 
By籲Soft House TODO第2開発室 

るT胃 
ソ〇今 
フDま 
卜〇で 
°のの 
おゲS 
ま丨〇 
け乙- 
の の 
C•絵 
G.だH 
集け〇 
付見u 
さらs 
/れe PC-98 

M’LAND 

30 The Tower of BABEL バズルン2 PLUS 31時の鍵外伝SD時の鍵 

33 ARCADE DREAM 34 ERICE 35 
Byらんどせる < らぶ Byスタジオk巳〇 

I 
〇フンガをそのままディスクに詰 

めだソフト??:登場人物のセ1Jフ 
は、すべてフキ出しに表示される 

〇な、なんと横スク□1ルじやな 
<て画面を横にしないとやりづら 

い、縦スク□1ルシユIテイング 

〇ゲ—センの問題に答えると、女 
のnの洋服がI枚……〇女のn 

はあるゲ—ムのバ□デイー 

OK学の先輩の弟の家庭教師を引 
き受けた留美ちやんの物語。ちよ| 

つと教養を要求されるA VG!? 

〇すごろ <ゲ—ム。行<手には数 
数のVペント♦か用意されている5 

しい……!? 41 

〇じやんけんのシステムを利用し 
だバズルゲ—ム。初•中.上級と 

分かれているところが親切だね 

7 
〇三人姉妹を相手にするボI力- 

ゲ— とだ。 ヴラフイツクはヴ I よ 
ル〇 

36 

04人の女のnの中から1人選び、 
ぺージワンで勝負/勝つとだん 

だんと絵が見られる£> 

〇迷路の中を敵の手から逃れ、鍵 
を開けて出□へダツシユ/面ク 

リすると女のnのC.G.が見られる 

〇時の鍵と言われている魔法の鍵 
をめぐつて <り広げられる物語。 

女のnガとつてもかわいいのだ 

〇前作の『バスルン2』(15バスル) 
をバワ—アツフしだもの。ちょつ 

と^ス < なつだ 



mDTj 

BY# HALT software 

PC-88SR 

By#Uii Software 

PC-88 

よルO 
By ♦覇羅威袓 

PC-98 

By#XFER-SOFT 

XI 

M TILL THE WALLS 
03 COME TUM巳LIN’D〇WN 

By籲ふえいばいと企画 

PC-98 

67 麦茶II 平成元年スペシャル2 
By*TSUKKA software 

PC-88SR 

By«S.S.L 

X68000 

56透視的遊戯Ver.1.0 

By* SLUG SOFT 

FM-7 X68000 

JA し ECI< 

67 RANDOM ATTRACTION 67 SILK ROAD 70 REFEEDER 

妖精の泉 

41vテ:^么ロクぉ誕之：3ース45100YEN DISK 6 45 こけし売りの少年 

47 みあのシュークIJーム 50 ろんぐラえい 53 
By*電脳部隊SCHEMER BY^SOFT FORUM 

by •16s 

一！^ 
念^ン.ニラー家•我‘.逢てたi.n 1 
う 

3—1国 

綱 r.:iシユタートルコ 

ムヵーバ鴨 

mm 
PC-98、X68000、FM TOWNS 

BY^ONION SOFT 

PC-88SR 

O自分のポ—ルを相手にふつけ、 
やつつけるアクシヨンゲ—ム。敵 

のポ—ルを利用して攻撃も可能 

02人で遊べるフ□ツク崩し。K 

Iフニンヴのグラフイツクa音楽 
は感動ものだ 

〇交通事故にあつだ女子高生が医 
師の勝手な手術で人造人間にされ 

てしまう。コ7ンド選択式AVG 

〇魔法の麦茶によつて救われだ女 
のnがどこかへ消え去つてしまつ 

だ。彼女を捜すRPG 

〇世間で言う神経衰弱のゲ—と。 
カー ♦卜をめ < つだ瞬間のバンチラ 

のアニメ—シヨンが印象的/ 

65 

〇おなじみTUKKAの集大成!? 
簡単に遊べるゲ—ムなどなど7本 

入り。ポ—ドn対^ 

〇バUアあ10耐久力あ'0の2人式 
戦のシユ—テインヴゲ—ム。背景 

の流星がキレイ 

〇病気で倒れた®親を救ろだめに 
旅に出だ女のnが主人公。コマン 

ド選択式のモノクロ画面の0G 

onンピユ—夕と「おいちよカフ」 
で対戦し、勝つと女のnが脱いで 

<れる。負けると服を着ちやう 

〇電脳絵本シU—スの第4弾/ 
みあちやんがシユ—クU—ムを作 

りあげるまでの物語 

〇魔法のこけしを売り歩<少年の 
なんともおかしな0G。とにか 

<笑えるスト|リ|だぞ//: 

OHAT、〇 ss、gicrea 

TEなどと共同で作e>れだソフト。 
簡単なゲ—ム4本入り!? 

〇またまだ大学の先輩の紹介で、 
早瀬さおりちやんの家庭教師をす 

ることになつだ留美ちやん 
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□□ □ 
□ □ 

□□□□□□□□ 

□o ロロ_| 

/fl 
° □□ V/1 

3ミUけろ 
□□ □□ [ 

□□ □□ 
]□ □□ 

.r][ 
□□□□□□□□□□ □□ 

□□ 8TA2E: 

EXCEL!；, 

PC-88SR 

BY •OVERFLOW 

PC-88SR 

その他 LEMON &の他 HIGHPOSITION その他 LOYAL-JACK 

らりばつぱバズル35 

食商戦三国志2 
BT•Studio System Down 

PC-88SR PC-98VM 

その他 30円ディスク その他 女子寮男危機一発/ その他 

BY ©EXCEL SOFT BIT ♦サ-クル、、K"ソフト 

その他 Gandroader その他 PLANT その他 

BY® Grandroa-SOFT By OSS 

特集記念 
プレゼント 

同人ソフトサークルさんのご厚意により、日ご 
ろ同人ソフトが大好きなみなさんへ特別にフレゼ 
ント/ほしい方は/\ガキに、住所•氏名•年齢 

•電話蕃号•ほしい品物の番号•コミケのソフト 
(P.82〜P.89)で、くわしく紹介してほしいソフ 
卜を明記の〇え、 

(|)mugen-loop software 

さん製作の 

『Marmalade II』、 

"Marmalade II plus』 

のゲーム88( 5 D)版、 

MUSICテープをセットに 

して5名 

亍105東京都港区新橋4-10-7 

TIMテクノポリス編集部 
Do-Jinファン特集記念プレゼント係 

まで。なお、葉書は1人1枚にしてくださいね。 
締め切りは3月8日(必着)。 
当選者の発表は5月号で。 

i ①26サークル合同製作の 

l rみなさんのおかげです1 

1 C.G•集88( 5 D)版を彳〇名 

②M-M - Kさん製作の 

. カセットレーベルを30名 
wv--'- mr< - '■■■ c^v... ^v. . ^v. .. - ■arv" . m 

し4,.声 

Mi' 

m 11^ 

④H.A.T.さん製作の 

テレホンカード 

を2名 

⑤S.S.SシューテイV 
グスターソフトウ 

エアーズ製作の 

オリジナル色紙を1名 

⑥環境研製作の 

ハッピを1名 

TELEP!S5() FoZon 

獮:質の帅_よくなつてます。 

〇ぞVに言-つ15バスルゲ—ム。こ 
のバスルのデ—夕集もあるらしい 

……!? 

〇女子寮に忍び込んで、寮の中に 
いる女のnの&なinフフイツクを 

拝むってぃ〇〇〇 

05種類のゲ—ムが詰まつている 
ォトクディスク。写真はRPGの 

『FATHER』だ 

〇次回作のグラフイツクを載せだ 
インフオメ 1/ンヨンの30円デイス 

クだ 

〇カワイイ女のnを相手にトラン 
フのフラックジヤワクを楽しんじ 

やうゲーム 

女のn相手のフラックジヤツク。 
"勝て^超過激なINフフイツクが見 

れだりするのだ 

01人か53人まで遊ぺる飲食店 
SLG。どんどん店舗を広げ、店 

の経営を向上させよう/ 

〇種をまいて農作物を育てるシ/// 
ユレ—シヨンゲ—ム。だVさん農 

作物を育てると売'0上げがup 

04台で競い合うドライブゲ—ム。 
全6nlスで4位以内に入るとデ 

19が更新され、敵のデ—夕に!? 

1000咖锄仍D 

纊齙皓髂飯 

邯饿3堋 

尨魅AIiiJlttA 
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32ケ”卜37 

卿纛謇 

冬コミに出展されだ数々の 
同人ソフト。今月は、とり 
あえず2本だけ通販で入手 
できるものを紹介するね。 
その他のソフトも来月以降 
<わし < 掲載する予定だぞ。 
リクエストのある人は、ハ 
ガキ送ってちよガ 

B痛快コメディーAVGの第3弾だぞ/ 

ひとみはトウインクル__ 
〜あやちゃんすうぶれっくす3rd〜 

[PC-8801mkiiSRシリーズ l>D I お侍ちかね、あやちゃんシリーズの 

通販の申し込み方法 
〒380長野県長野市上千田192-14 メ 
イツ上千田201号市川様方環境研ま 
で、1200円分の郵便小為替（無記名）と、 

郵便番兮•住所•氏名•ほしいソフト名 
(必ず）•機種名を明記したものを同封 
のうえ送ってください。 

リオも不思議なノリがある。そのうえ、 

■個性的后キゃ巧と 
シナリオか好きO 

第3弾がついに完成.グコミックをそ 

のままAVGにしたようなこのソフト 

は、とにかく登場人物が個性的で、シナ 

めんどくさいトラップもなく、解きや 

すくなっている。今回はグラフィック数 

もかなり増え、じっくり楽しめるぞ。 

•，は"'パつ一飞です• 

:‘:ぶ紀雛街織忠 

[OOMIVIAND- 

Sす 

矽險两口交画 
なぜか前回のひと騒動でスターになつだ 
お姉ちやんと、マネージヤーのひさしさ 
ルと、スキー場に遊びにきだあやちやん。 
ところが、‘突然の電話で……。 

〇ゲームはコマンド選択式で、セーブもできる。 
今回は巳GMも付いたのだ。もちろん、同人な. 
らではの遊びの部分もあるぞ 

〇相変わらずドジのあやちやん。 
手袋を置いて吉ちやった〜 000なんとかお姉ちやんを捜し、 

20時までにTV局に行かないと!？ 

違事らけ〇 
えのおた偶 
た才姉あ然 
らフちや口 
しのやちビ 
い日んや丨 

仕や受 

やつとお姉ちやんたちを見つけだし、 
急いで長野駅へ。しかし、駅は人で 
大混雑。キッブが買えるかしら7 

〇〇ひさしさんがキップを買いに行っ 
ている間、待ち合い室や駅の周辺を歩 
き、時間をツプしましよ 

〇前回出演(7)したキャラクタも登場。前作を 
知らなくてもゲームは楽しめるが、知って.ると 
さらに倍/楽しめちやう 

お戻〇 

ちて 

〇のん気に写真撮影してるお姉ち 
やん。時間がないつていろのに/ 

90 

gg(B どうにか番組の録画時間に間に合つだお姉ち 
やん。出演の準備に追われて、お手伝いのあ 

W嗣■:ゃ=んを呼び 
にいったら、メイクさ 

〇服を運ぶ途中、 
ちょっと着てみ 
た。お姉ちやん 
に似てるわね 

〇お姉ちゃんにメイクさんを呼 
んでくるよろに言われて…… 

〇ひさしさんにお姉ちゃんと間 
違われ大変/本番数分前 



妹を救い出す対戦型アドベンチャー 
へクシオン 

摩 
HEXION 2 

DROPOUT BACKERS 

I MSX2 f3.5DDl 

♦ MSX-MUSIC、ジョイステツク対廊。 

■す)つイイキゃ〇ひ 
新感覚〇ゲーム 

ミネスとローネは、8才の誕生日 

のプレゼントに不思議な力を持つネ 

ックレスとリングをもらった。その 
、祕 、ュ、，.と—白，u ^ 〇ど一んとマップが表示され、鳥がいる場所の敵が 
とき大然ロー不か大きな鳥によって中央に現れる。纖して勝っと次のステ-ジに進む 

さらわれたのだ。-というわけで 

このゲームは、各ステージにいる敵を 

うまく魔法で倒し、妹のローネを助け 

るのが目的。レベルアップの必要がな 

いし、敵もそれほど強くないので、サ 

クサク進む。r これが. 
CY V?主人公のミ 

だから、けっネスくんだ。 

こうハマっち左が戦闘画 
.,, 面のときで、 

やつのた。B 右がC.G.画面のとき 
GMもあるよ。のミネスくんだよ 

通販の申し込み方法 
亍183東京都府中市小柳町2-8-6水崎様 
方 DROPOUT BACKERSまで、500円分 
の郵便小為替（無記名）と、郵便番号* 

住所•氏名•ほしいソフト名（必ず）•機 
種名を明記したものを同封のうえ送って 
ください。 

金®T7ス于ージ 

行く手它はは倒しちゃあv 
〇ステージクリ 
アするたび新し 
い魔法を覚える 

〇これが敵の 
進める範囲。 
なるほど 

〇敵への攻撃は魔法によって行ろ。地面 
を破壊して敵の動ぎを封じることも可能。 
魔法の種類により、威力や範囲が異なる 

通債販売を申し込む 
ときの注意 

使用機種などの必要事 

このコーナーのP.90~P.96で紹 
介したソフトの通信販売を申し 
込む場合には、必ず次の約束を 
守ってくださいね。 

① 申し込んで3か月はジツと待つこと 
同人サークルの人だちは、勉強やお仕事の忙しい合い間をぬつてソ 

フトを発送しています。それに、申し込みもたいへん多いので、待 

ち遠しいとは思ろけど3か月は待つてあげて<ださいネ/ 

② 郵便小為替は無記名にすること 
郵便/」\為替にへ夕に記名してしまろと無効になつだ10、手続きに手 

間がかかつだりします。必ず無記名にしましよ^。 

③ 住所•氏名•希望ソフト• 
項は正し<書<こと 
せつか<申し込んでも住所が違つていだり読みにくかつだりすると、 

あなたの手元にソフトは届きませんよ/また、希望ソフト名や機 

種名がわからないとソフトの発送が遅れる原因になウてしまいます。 

と<に、ソフトが複数の機種作られているモノは気をつけてね。 

④ 同人サークルへの問い合わせは、往復葉書など 
の郵便を利用すること 

同人ソフトの申し込みは、ほとんどが自宅になつています。迷惑に 

ならぬよ〇に必ず問い合わせは郵便で。また、問い合わせ相手に負 

担がかからないように返信先を記入した往復葉書を使うよラにしま 

しよ〇。 
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八vやv卜a 
衿访他 

S__ 

同人ソフトはコミケに出展 
されるものだけじやないぞ。 
バソケットや編集部に送ら 
れて < る同人ソフトだって、 
おちしろいちのはある// 

てなわけで、その中からち 
よこっと紹介するからね。 
チェックしてみてみて// 

敵がキャピキャピギャルのRPG 
エクストラ 

EXTRA 
B/*LA闩EL SOFT 

通販の申し込み方法 
〒246神奈川県横浜市瀬谷区中央7-8 

鈴木様方LAFIEL SOFTまで、1400円 

分の郵便小為替（無記名）と、郵便番号* 

住所•氏名•ほしいソフト名（必ず）•機 
種名（必ず）•媒体を明記したものを同封 

のうえ送ってください。 

神が住んでいるといわれる塔があった。 

塔にはすべての知識と力があるといわ 

tu多くの聖者たちが挑んでいったが、 

1人として帰っては来なかった。 

ってなワケで、プレイヤーは知識と 

力を手に入れるべく塔に単身乗り込む 

のだ。ゲームは、3DタイプのRPG。 

しかし、ただのRPGとは違う。モンス 

ターがギャルなのだ。迷宮の広さもだ 

てじやない。1階の広さだけでも、30X 

30(1フロック）x 2ある。つまり、じ 

っくりと遊べる#各}瑕美，少女RPGね。 

ナ•サーラの世界では、人々が化物 

たちに怯えながらも平和に暮らしてい 

た。ここには、この世界を作りあげた 

力9イイ化物がたくさん!？ 
〇家では、口ード、セーブ、お姫様との〇で体 
力回復ができる。ゲームには巳GMもあるよん 

n比較的に倒しやすいギヤルばつかりのブ□ツ 
ノク。狙い目はスネーク•ライオンてと^| 

〇でもやられちや 
ラと厶フフ 〇戦闘では、攻撃か逃亡のどちらか選択ができ 

る。しかし、あまり逃げることはできない 

な、なんと水の中に突入するので、相手も水 
モノのギヤルぞろい!？ 

〇けっこぅ| A、 ^0 
Bk出現するMn 

各ブロックの奥深<には、ナゼかお 
姫様がいたりする。救出すると自分 
の家に住んで<れて、ブレイヤーと 
900をして<れたりする。 

〇あんまり強く 
ないロプスター 

普通のダンジョンに戻っだと思いきや、めい 
っばい強いギャルばっかり。気をつけるペシ。 

M 〇防*攻ともにパフーがあるのだ 

PC-9801VM 以降 5HD 

PC-8801mknSR シリーズ 5D 



愛の戦士が悪を滅ぼすAVG 

人造人間へつぼこ 
BY^Ys-SOFT 

I PC-9801シリーズ | 5DDx5HDl 

※旧PC-98とPC-98U不可 |モノ~〇画面に 
ぅきへ夕絵炒©f 

たろう君は、のえのえ博士によって 

造られたサイボーダで、またの名を\\へ 

っほ。こケという。このゲームは、正義 

0ゲームはコマンド選択式。かえる男に誘拐さ 
れた山本博士のサルグツワが痛々しいネ 

の味方へっぽこが、かえる男に連れ去 

られた山本山男博士を助け出す短編A 

VG。ゲームオーバーもないから簡単 

に角军けるのた'。グラフィックはモノク 

口でシンフ。ルぶる〇のえのえ博士（左） 
と' 娘のまこちやん。 

ぷる。糸云f内も、いへっぽこの生みの親だ 

かにも*へっぽこ" 

って感じでイイ味 

だしてるぞ。 
〇キーポイントとなる 
居酒屋げっぴより。店 
内には重要人物が' 

敵であるかえる男のアジトをつきと 
めたら、いよいよ英雄の登場だ。 

「へ•ン•シ•ン、 

ガルルル〜./j。さ 
友.へっぽ厂よ. 

I PC-8801 mkiiSRシリーズ「5D | 

※卩〇哪ソ八シリーズ未確認 I女ひコひ齿（姿か 
iinィィひだ 

かわいいキャラクタのマチュアか'、 

一定の?去則にしたがって画面内をウロ 

ウロ歩いている。プレイヤーはハート 

を操作してブロックを動かし、うまく 

マチュアを扉へと導けば1面クリアだ。 

マチュアの動きの先の先を読んで、ブ 

ロックを素早く動かすのだ。 

全部で30面あるから、あわ 

てず急いでクリアしよう！？ 

巳し〇 
G '八 
Mブ丨 
も口卜 
付ッを 
いクテ 
てをン 
る動キ 
ぞか丨 
そで 
う操 〇作 

み分解 
だのき 
す解方 
のきは 
だやい 
すろ 
しU、 
やろ 
りあ 
方る 
をぞ 

5面ごとにマチュアが1枚洋服を……〇しかも、ア 
ニメーシヨンで見られるぞ。ろれび一い// 

〇このアニメーシヨンが男心をくすぐるのだ 

•ハート 
ブレイヤーはこのハー 
卜を操作する。 

壁やプロックにぶつか 
ると左に曲がる。 

•穴 
マチュアが落ちると死 
ぬ。ブロックで消せる。 

•ブロック 
これにマチュアが当だ 

ると動きが変わるのだ。 

•ただの壁 
ただの壁。動かすこと 
ちできない。 

•扉 
ここまでマチュアを誘 
い込むのだ。 

7ギK7雀7ギ• 
♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦令| 

B 

Q 

p i,/i L>> 1 I B 
|L 

JH 

mjrj 

KでGALを誘い込むリアルタイムバズル!？l通販の申し込み方法 

MATURE 
BY^EXCEL SOFT 

亍356埼玉県川越市下新河岸28-3佐 
野様方EXCEL SOFTまで、800円分の 
郵便小為替（無記名）と、郵便番分•住 
所•氏名•ほしいソフト名（必ず）•機種 

名を明記したものを同封のうえ送ってく 
ださい’。 

)胡- 

. 

キヤラク。夕の紹介 
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B励神経無用のバズルゲームよん 

う*ぎじやんぶ 
By 籲 DEGAUSS 

PC-8801 mk IISR シリーズ 5D 
PC-9801シリーズ 5HD 
X68000シ1J ーズ 5HD 
MSX2 3.5DD 
※PC-88用はVer.2.0です。 

Iビヨンeヨン眵ねて 
タイ/しをこわせ！ 

画面に広がるタイルの上で、うさぎ 

1面クリア。ただし、1度着地したと 

ころには行くことができない。後ろに 

は絵が隠れていて、それがだんだん見 

えてくるそ:。ところか'、このうさぎク 

ンはひねくれ者で、チェスのナイトの 

ように、8方向の桂馬飛びしかできな 

い。これが意外とやっかいだぞ。 

X68K版では、グラフィックもさす 

クンをピョンピョン飛び]*ねさせよう。 

着地したところのタイルか1肖えていき、 

全部のタイルを消すことができれば、 

〇さあゲームスタート。緑色のタイルが跳ぶこ 
とのできる場所。軽快な巳GMが耳に心地よい 

がにビューティフル。失敗しても、•つ 

いついコンティニューしてしまうハ々 

リゲームなのだ。 

H 
■ 1軋 
Lppfr 

Mr 
1 

n 1 
r □ 1「？、 -'i^rr.p 

介 
〇だんだんタイルが消えて杏たそ。でもここか 
ら先がそろ簡単にはいかないのだ 

〇クリアすると大吉くジャーンプ。「十五夜お月 
様見て跳ね〜る」という童謡は真実だった// 

X68K版ではろさぎクンはグラフィ 
ツクだつたけど、88版では「USA 
GLという文字に。シンプルなが 

ラさぎちやんち 
廂援してるそ// 
画面右上には、カワイイラさぎちやんが。表 
情も豊かに応援して<れるぞ。ガンバレ/ 

:ミ_ 
ば^^: 
• m m 4 

4人の美少女とカードでジャンケン 

札運的遊戯 
_By •ふえいばれいと企画_ 

「PC-9801VM以降 |~5HD| 

※要 MS-DOS(Ve「.3.1以上） ■ ノし一ん吱簡単! 
かん后で:？ギフギ 

このゲームは、簡単にいうとカード 

を使ったジャンケンなのだ。カードに 

は、10〜50まで10刻みの点数がついて 

いて、2人の女のコとカードを出し合 

03人が同じ強さのカード 
を出すと「EVEN」となり、 
そのとぎの合計点数がボ- 
ナスとなり次に加算される 

02人の女のコが対戦相 
手。右下の得点欄が自分 
のだ。「いっせ一の一せ 
//jでカードを出すのだ 

でらつ〇 
マ相たア 
ル手のイ 
見力図 
え丨0厶 
/ドすの 
_がるメ 

が服を1枚脱がなきやいけない(ガル!$ほ'_ 

ルり)。さらにゲームを盛り上げるアイ 丨ケH吏 

い、いちばん強いカードの人がその点 

数をもらうというもの。当然、手持ち 

カードが無くなった時点で最下位の人 

テムとして、3個集めると相手のカー 

ドを透視しまくれるメガネなんてのも 

登場。これをうまく使えばかなり有利 

にゲームを運べるそ、。自分が負けたと 

きは、実際に服を脱ぎ、ディスプレイ 

に向かって公を誇示してやりなさい。 
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mDTj 
力ードを合体させてキヤラを作り戦おう!？1通販の申し込み方法 

パーサス 

VERSUS 
_BY*だ一さん’s world maker 

〒4H静岡県三島市長伏147-11青木 
様方だ一さん3 world makerまで、 
1000円分の郵便小為替（無記名）と、郵 

便番号•住所•氏名•ほしいソフト名. 

機種名を明記したものを同封のうえ送っ 
てください。 

rPC-9801シリーズ15HD1 

※要RAM384K以上 

It)ードバト/しで 
300点先取__ち 

同じレベルのキャラクタカードを合 

Acic 

体させ、強いキャラクタを作り、戦わ 

せるバトルカードゲーム。キャラクタ 

カードはレベルが1〜4まであり、戦 

闘のとき現れるキャラクタは全部で40 

人いる。攻撃方法は物理的攻撃と超力 

的攻撃の2種類があり、攻撃するたび 

にパワーを消費する。戦いは先にパワ 

一のきれたほうの負け。また、戦いに 

使ったキャラクタカードはレべノレ0に 

なってしまう。敵からの挑戦はパスす 

ることも出来るが、敵に5点取られる。 

ルールがわかれ(f楽勝だぞ/ 

二教が办_Krtメ 2ュ_よ 
% 〇キヤラクタカード 

(0)。2枚でキヤラ 
クタ（1)を作れるが、 
レベルが0のため、 
敵と戦えない 

〇キヤラクタカード 
(1) 〇このレベルか 
ら敵と戦えるが今ひ 
とフたよりない。ま 
だまだだ 

〇キヤラクタカード 
(2) 〇レベル2/ 

,]キヤラクタカード 
llvJ⑴よりかは多少強 

いがもうちよい…… 

隠! 
〇キヤラクタカード 

上から2番目 
に強い力ードだ。敵 
と戦うならこれくら 

らかな…… 

〇キヤラクタカード 
(4)。一番強い。だ 
が、敵が同じレベル 

4." Jだと、あっさり負け 
^ると吉もある 

〇八イパークラウン。 
武器をパワーアップ 

、Iさせることができる。 
LU . ^合体すると……いろ 

■>んなことが起こる 

[ン〇武器力ード。強さ/ 

Iは日段階あり、戦闘ド 
時に使用される。ち/ 

-なみに捨て札にはで 

Mきないぞ 

£ 
〇〇〇左から、.パワーアップ 
スカ、ダブルパワースカ、ス 
力。3枚1組で1枚の絵にな 
り、そろえると合体できて、 
キヤラクタカードになる 

〇オープニングのデモに 
全キヤラの顔が出るぞ// 

95 



〒101東京都千代田区神田神保町1-20 

駒込様方 Eternal Champion Soft 

wareまで、1200円分の郵便小為替（無記 
名）と、ほしいソフト名（必ず）•機種名 
を書いた紙、郵便番号，住所•氏名を明 
記したあて名シールを同封のうえ送って 

ください。 

的安心だしね。RPGはめんどくさく 

つて嫌だ/っていう人でも、気楽に遊 

ぶことができるソフトよ。 

憎き（ 7)女のコだち。動きが素早| 
<捕らえることは困難だ。しかし、 
なんだ、まあ、かわいいから許す。 

〒270-11千葉県我孫子市高野山226-52 

S.S.Sシューテイングスターソフト 

ウェアーズまで、1500円分の郵便小為替 
(無記名）と、ほしいソフト名（必ず）* 

機種名（必ず）•媒体を書いた紙、郵便番 
号•住所•氏名を明記したあて名シール 
を同封のうえ送ってください。 

コを見つけ、爆弾を発射しちゃおう/ 

女のコに一定童の爆弾を命中させると 

面クリア。手強いけどガンバレ.グ 

通販の申し込み方法 

通販の申し込み方法 撃づC撃：)て撃ちま < るアクションゲーム 
ボンパスタ- 

BOMBUSTER 
By^s.s.sシューテインク' スターソフトウェアーズ 

PC-8801 mkiiSR シリーズ 5D 
PC-9801 VM 以降 5DD 

|逃げ巧動物女ひつを 
捕獲せざ！ 

とある研究所で、動物と人間の複合 

体の女のコたちが逃げ出した!？研究 

員であるプレイヤーは、戸斤長の命令に 

より、捕擻暴弾で 

•女のコたちを捕ま 

ぼ鱗 
鱗し，/ 

■ 〇発見後、素速く□ックオン/ 
〇女のコ発捕獲爆弾が発射されるのだ/ 

1^。しスグどっか 
に移動してしま3のだよ 

IPI 
だめじやないか!迦ヂだしたりしちや！ 
だってえだぁってえ盡■つれてってく他いんた'もん。 
ほかのみんなは、と'こにいるの？ 
ティルはしんないよお1 

〇女のコたちを捕えると言いワヶをしたりする 

えに行くのだ。とまあゲームは時間制 

のアクションゲーム。逃げまわる女の 

POWERを減らせノ 

〇大当りすると、女のコが倒れ 
_体力が減少する 

4つの迷路を制覇し王女を救出しよう 

Quest '失われた姬を求めで 
BY春Eternal Chamoion Software 

I PC-8801mkiiSRシリーズ[5D] 

■岳回迷路か変わる 
とっつ茳竹3いQOG 

このゲームは、4つの迷宮の中にあ 

る封印を手に入れ> 悪の魔導士にさら 

われた王女様を助け出すのが目的のR 

PGo迷路は3Dで、そのつど変イ匕す 

るのか特徴。しかし、目的の「封印」 

〇迷宫を1つ制覇すると、休息（HP、MP回 
復）やセーブができる。また、魔法のレベルを 
上げたりもでさる（経験値が消費される） 

〇これが悪の魔導士ク 
ラールに連れ去られた 
王女。主人公（プレイ 
ヤー）をひそかに0 

に近づくと距離が表 

示されるので、マッピングなんかもす 

る必要はないのだ。出てくる敵は手ご 

わいのもいるが、遭遇しても逃げること 

ができるので（最後の商欠以外は）比較 

し•又':、こし 

1 ::1:」条、 

〇封印はどの迷宮でも地下i階にある。1階に 
おいては地下に行く階段を、地下1階において 
は封印を、近くにくると位置が表示される 

捕え3べき美少女?)たちE> 
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间人ソフト大募集// 
Db-Jinフアンでは、同人 

ソフト即売会などで、販売I 

されたソフトのほかに、直> 

接編集部へ送られてきた同人ソフトも紹介しています。みなさんの作った 

オリジナルのゲームをどんどん送ってくださいね。もちろん個人でもグル 

ーブでもかまいませんよ/ 

•送られてきた同人ソフトは…… 
誌上に掲載するソフトについては、通信 

販売や即売会などで入手可能なものである 

ことを原則にしています。 

ただし、1本のソフトとして完成してな 

いもの、（単なるプログラムやグラフィック 

集など)、また、その他の理由で編集部が掲 

載で芒ないと判断したものは紹介で吉ない 

ことがあります。 

明記してください。 

❸ディスクといっしよに、遊び方•使い方 

の説明書（マニュアル）をつけること。 

❹送ったソフトと同じものを必ず手もとに 

おいておくこと。内容についてお聞きする 

ことがあります。なお、お送りいただいた 

ディスクは原則としてお返しできません。 

©投稿者（グループのときは代表者）の連 

絡先住所•氏名（グループ名）•電話番号 

も忘れずに。 

•送る時の注意 
❶ソフトはすべて自分たちで作つたオリジ 

ナルであること。他のソフト、出版物などを 

参考にした場合はそれを明記してください。 

❷ソフトとして完成した形のディスクで送 

ること。ディスクにはソフト名と機種名を 

こたつに入って5カン食べ 
、同人ソフトを作りませ5。 

冬コミ出展サークルのバグ清報がけっこう 
ありますが、他の情報も盛りだくさんのネ 
ツト。あなたちアクセスよろしくね0 

至急、ご連絡を/ 

すぃません11月12日のパソケットMで 

販売した『ラムを探せ』の88版にまったく 

立ち上がらないものがありました。マスタ 

ーディスクか壊れているのでもなく、コピ 

ープログラムに異常か'あったわけでもない 

ので、原因はわからないのです。大変ご迷 

惑をかけてしまい、誠に申し訳ありません。 

そこで起動しても動かない、という方はお 

手数ですが、葉書等でこちらまでご連絡く 

ださい0至急、新しいディスクをお送りし 

ます。 

連絡先：〒273-01千葉県鎌ヶ谷市縑ヶ谷 

1-9-1稲田様方 Moon Light Magic 

通版してくれた人、ゴメンなさい 

ごめんなさい。現在、慢性的な通販の遅 

れで皆様に大変ご迷惑をおかけしておりま 

す。とくに『PUZZLE SHOCKj を申し 〔RETURN〕 

込まれた方の発送の遅れが目立っています。⑤SAVE "SDE2 — 1.BAS" 

1• 2月中にすべてを発送する予定ですが、 〔RETURN〕 

まだ届いていない方はもう少しお待ちくだ⑥LOAD "SDE2—2. BAS" 

さい。それと、3月18日のパソケットXIに 〔RETURN〕 

て新作を出展する予定ですのでよろしく。 ⑦11OPEN "l々，#1，々A:AX 

連絡先：〒136東京都江東区南砂5-1-4- X. P 0 F々〔RETURN〕 

307村田様方 SOFTware工房乱 ⑧S A V E " S D E 2_ 2 • B A S" 

.(RETURN] 

ノ、ガが出てし，'*いま,た Oilで修正終わりです。不明瞭な点がご 
. ざいましたら、下記へご避ください。 

連絡先：〒005北海道札幌市南区澄川三 
条5-2-10伊藤様方’シクスティーズまで。 

冬コミで販売いたしました『サディステ . 

ック•ゲーマーズ』のPart-2のFM『B0MBUSTER』が解けない方に 
towns版にノ、ブがありました0下記の手 .. 

II頃でfl多正してくた'さい0 

① F-BASIC38 6を立ち上げる。 

② LOAD "SDE2 — 1.BAS" 『BOMBUSTER88』か雜しすぎてュー 
〔RETURN〕 ザーの皆様から、「人間にはクリア不可 

③ 11OPEN》I"，#1，"A : AX 能!!」との声が...…。「真のエンディングを 

X. P0F々 [RETURN) 見た！」という人かいないため、改造法を 

<$2 8 0 IF FL$= "8々 THE 書きます。^^!ファイルネームを間違 

N RUN "A : SDE 2 — 2. BAS" ってSAVEすると、画像DATAを破壊し 
ます.グ必ず全トラックをハへソクアップす 



るバックアップのブログラムでバックアッ 

ブしてから修正してくたさい。通常のシス 

テムディスクでBASICを立ち上げます。 

10 RESTORE 50〔RETUR 

N] 

2 0 FOR I =&HF 2 6 0 TO 

&HF 2 7 7〔RETURN〕 

3 0 READ A$ : POKE I, V 

AL C&H" +A$) (RETURN] 

4 0 NEXT (RETRUN) 

5 0 DATA 2 A, 5 8, E 6, 3 6, 

01,CD, BD, 0 5, CD, BB,1 

B, CD, D 5, 4 4，2 3, 2 2,18, 

EB, AF, 3 2,1 A, EB, F F, F 

F, FF, FF (RETURN) 

リストを間違いなく打ち込んだら、RUN 

してください。次にドライブ1に 

『BOMBUSTERjのディスクを入れて 

ください。 

LOAD "MAIN"〔RETURN〕 

と人ノ Jし、"MAIN"というファイルを口 

ードしてくた'さい0 

NEW (RETURN) 

いま口ードした"MAIN"をNEWで消 

去します。 

MON (RETURN) 

とやってモニターモードに入り、 

GF 2 6 0 (RETURN) 

と打ち込んで3秒ほどで、〉というコマ 

ンド待ちになるので、〔CTRL〕キー+B 

(コントロ ールキーを押しながらBのキー 

を押す）としてBASICに戻ってください。 

そしたら次に、 

9 3 REM [RETURN) 

SAVE "MAIN" (RETURN) 

ふぁいてぃんぐなう（VA不可)』と 

『BOMBUSTERj と88 • 98 • Xlturbo 

(4〇不口r)用の『ミーティアライトギャンブ 

ラ—』です。 

通版に必要なものは、郵便番号.住所. 

氏名を書き込んだあて名シール（裏がシー 

ル状のものなら口Dと1500円分の無記名郵 

便為替（代金はすべて同じです）と郵便番 

号•住所•氏名•ほしいソフト名を書いた 

紙をお送りください。 

連絡先：〒270-11千葉県我孫子市高野山 

226-52 S.S.Sシューティングスター 

ソフトウェアーズまで。 

スミマセン。出ました、虫が 

12月24日の冬コミで販売しました98用 

『DUST-BOX』に八グかありました。念 

のため八ックアップしたあと、MS-D 

OSのコマンドから、 

REN 氺.COR 氺.CG 〔RETURN〕 

と人力して、ファイル名を変更してくださ 

い0一仏N88BASIC用のソースプログラ 

ムも入っていますので參考にしてください。 

連絡先：亍283チ葉県東金市田間1917白 

沢様方XFER-SOFTまで。 

ノペグの修正リスト……なんです 

12月前半まで通販しました98版『VAL 

ZELSjにバグがありました。N88BASIC 

SURバVケツト 
★ 

★ 

★ 

日程： 2月彳2日（祝） 

場所：横浜市従会館 
時間：11: 00〜15 : 00 ★ 

※午前8時前には来ないよろお願いします。 

D E F S E G =&H 6 0〔RETUR 

N〕 
POKE &H6D7, 0 (RETURN) 

56听の最後、〜GO TO 5 9 0をGO 

TO 5 8 0に。 

SAVE 々 MA I N"〔RETURN〕 

次に88版の『SOCIAN』と『EXTRAjの 

初期のもので、たまにゲームが立ち上がら 

ないバグがありました。解雄は1度本体 

付属のBASICを立ち上げ、リセットして 

からゲームを立ち上げるとうまく起動しま 

す。もしうまくいかない方は、ゲームディ 

スクをお送りくだされば正常なゲームディ 

スクと交^いたします。 

次にお知らせです。『VALZELS』の88版 

を通販された千葉県市原市の田中高良さん。 

あて先不明ですので下記までご連絡を。 

これで終わりです。通常どおりにゲームを（86)を立ち上げドライブにゲームディスク 連絡先：〒246神奈川県横浜市瀬谷区中 

立ち上げて遊んでください。 を入れ替え以下のように修正してください。央7-8鈴木様方LAFIEL SOFTまで。 

なお、S.S.Sプログラマーズグループは LOAD "MAIN" (RETURN] 

Tあたっく 25』にバグ発見せり 

冬コミで販売した新作『あたつく 25』に 

ノ くグがあり、ゲームか®f乍しませんでした0 

買われた方々には大変申し訳ないのですが、 

下記までゲームディスクを返送してくださ 

い。折り返し完全なゲームを郵送します0 

あと、平成2年元日より通販申し込み先 

か下記に変更されました0以降はこちらに 

#15送してくた'さい。 

連絡先：亍466愛知県名古屋市昭和区北 

山本町2-47名古屋北山郵便局留マイク 

口はげチャビンまで。 

※このCMのソフトについては、テクノポリス編集部はノーチェックです。どういうゲー厶かは読者の人が各自で判断してくださいねc 
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i i 
Qf卜生命 m 

]! B! 
国道匹!号線 

JR郡山駅下車 
徒歩10分。 
(駅より500m) 

西武デパート籲I 

山駅 

JSBsV パVケ”卜*囅山バVケツト 
日程： 2月25日（日） 

場所：菓道館扇屋 
時間：11: 00〜15 : 00 

※午前8時前には来ないよラお願いします。 

★ 

★ 
日程： 3月4日（日） 

場所：郡山商工会議所会館 
時間：11: 00〜15 : 00 

※午前8時前には来ないよろお願いします。 

藝1TJ 

BMHa 國 ★ 

★ 

名古屋バVケ仆2*千葉パワケット*水戸# W”卜 
日程： 2月12日（祝） 日程： 2月彳阳（日） 日程： 2月18日（日） 

場所：理容会館 
時間：11: 00〜15 : 00 

※午前8時前には来ないようお願いします。 

場所：卸団地会館 
時間：11: 00〜15 : 00 

※午前8時前には来ないよろお願いします。 

★ 
日程： 2月18日（日） 

場所：茨城県労働福祉会館 
時間：11: 00〜15 : 00 

※午前8時前には来ないようお願いします。 

Dd-Jinネットワ■ク 
アクセス受け付け中/ 

□6-Jinネットワークは、読者と同人ソフトサーク 

ルをつなぐページです/現在、次のよろなアクセ 

スをお待ちしています。ヨロシクねり 

❶同人ソフトサークルから、 
いろいろなお知らせ 

ポクだちはこんなグルーフです、今度新作 

の同人ソフトを出品します、通販の発送が遅 

れています、〇〇さん連絡を<ださい、バグ 

の直し方です、こ*5いろ才能のある人を探し 

ています、などなど、同人ソフトの仲間から 

広<読者のみなさんに知らせだいこと。 

©i中間に入れて/ 

こんな自分を使って<ださい、だれか仲間 

に入れて/ などなど、どこかのサークルに 

入って同人ソフトを作りだい./と思つている 

人の自己アピール。 

©みなさんからの質問アレコレ 
こんなときどろしだらいいの？これがわ 

からないんだけど教えて/ そのほか、どこ 

そこに連絡つけだいよ一、などなど、同人ソ 

フトに関するさまざまな質問受け付けてます。 

解答は、編集部がアレコレ調査して、キチン 

とお答えします。 

©同人ソフトのCMをして/ 
自分だちの製作しだソフトのCMをしてほ 

しい.グな一んていラときは、10センチx15 

センチくらいのイラストまたは画面写真1点 

と、65字<5いの宣彳云文•機種媒体•通販方 

法•連絡先•電話番号を書いた手紙を必す同 

封して編集部に送つてねウ 
以上4つのアクセスは、郵便で、 

亍105東京都港区新橋4-10~7 
TIMテクノポリス編集部 
D6-Jinネットワーク係 

まで。〇ブルーフの場合はグルーフ名.代表 

者氏名、個人の場合は個人名、❷代表者まだ 
は個人の年齢、❸職業(学年)、❹連絡先住所、 

©連絡先電話番号、の明記をお忘れな</ 

なお、いすれの場合も内容によっては掲載 

できな4場合があります。ご了承<ださいね。 

(郡山市清水台--1318) 

郡山商工会嫌所会館 

菓道館扇屋 

(名古屋市千種区今池2—.-I13) 

ja容会館_ 
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asしやぺり^^ 

■ m 
キヤラクタの巻 その2 

の最終回!？ 
PC-8801mkiiSR 

長々お世話になりました/ 
てなわけで、ついにこのコー 
ナーち最終回。熱心に読んで 
<れだみなさん。ありがとろ 
でしだ。なお、こちらで発表 
している以外のフ□ヴラムの 
バグはありません。エラーが 
出る人はもう1度確認を// 

ついに、この短期集中逢載といい7がら長々とやってきたこのコ 

一す一も最終回を迎えてしまいました。なんとも、ホロリrすね。 
思えば、同人サークル？んにインタビューするコーナーがVくなっ 
てしまって？びしかったのr、ここrこうしてインタビューを始め 

たのrすが、いろいろと楽しい話や勉強になること7どが聞けてラ 
ッキー7のでした。 
さあ来月からは、いったいどうなってしまうのrしょうか？ 

まで、この連載ではキャラ 

f クタを使ったプログラムや 

応酬などについていろい 

ろ話をしてきたわけですが、今回はそ 

の最終回ということで、これまでにや 

ってきたことをまとめ、重ね合わせ+ 

スクロール、つまり多重スクロールの 

話をすることにしましょう。 

今までやってきたスクロールの方法 

だと、背景などのスクロールはできま 

すか'、そこに人などのキャラクタを重 

ねたい場合に苦労してしまいます。重 

ね合わせルーチンを使って背景の上に 

重ねても、スクロールさせてしまうと 

重ねたものが消えてしまったり、いっ 

しょにfifEされたりします。また、そう 

ならなかったとしても、キャラクタが 

ちらついたりして見た目か'悪くなって 

しまいます。こうした問題を解^する 

のによく使われるのが、「仮想VRAM」 

とか、「仮想画面」という考え方です。 

ちょっと難しそうな名前ですが、考 

え方は簡単0 メモリの一部を（テキス 

卜の）VRAMみたいなものと仮定し 

て、そこを実際の画面のように扱うと 

ぃぅ施です。 

「理論はいいから重ねあわせてみた 

い！」という人は、BASICから手軽に 

使えるプログラムがv、つものように載 

っていますので使ってみてください。 

そうでない人は、読んでみてね0 

たとえば、16X8ドットで1つのハ。 

ーツとするマップが40X25(固、画面に 

表示されているとします。これに、人 

間などのキャラクタを重ね合わせてス 

クロールさせたい！なんて場合には、 
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画面と同じだけの40x25、つまり1000 

バイト分をメモリにとっておいて、ま 
ずそこに重ね合わせるキャラクタを置 
いてみるのです。置くと言っても、キ 

ャラクタのグラフィックを実際に置く 

わけじゃなく、背景の上に重ねるキャ 
ラクタの番号を、40X25の中の出す場 

所に書いておくのです。 

そして実際にスクロールさせて表示 

するときになったら、さっき仮にとっ 
ておいた1000バイト分のメモリを参 

考にしながら、表示すればいいのです。 

16X8の背景を出す前に、まずこの場 

所は上に何か重ね合わせるのかな？と 

いう判断を40X25の全部にわたって 

させるわけです。ですから、重ねるキ 
ャラクタのサイズも同じ16X 8でな 

ければならないので、32X16の大きさ 

のものを出したいときは、仮想VRA 

Mに16X 8のキャラクタを4つ分出 

すように書き込まなければなりません。 

この方法なら、重ね合わせるべき場 

所にきたらすぐ重ねるので、ちらつく 

こともなく、重ねたものか)流されてし 

まうこともありません。 

この方、法の欠点は、メモリを多少使 
ってしまうことと、普通のスクロール 

と上匕べて1つのピースについての判断 
に時間がかかってしまうため、大きな 

画面で書き換えをたくさん行なった場 
合に、スクロールが波打ったように見 

えてしまうことなどがあります。しか 

し、きれいに重ね合わせられるという 

魅力や、手軽さなどからも多くのソフ 

卜で使われていると思われます。 

r 巧 

本日のグストa 
[ELIEE さん I 

同人サークルのEtem 
al Champion Soft 
ware で、rTINY 
WASP1j以降のグ 
ラフィック原画を担当。 
モデムを買ったが、電 
話ジャックと型が合わ 
なかったのがポイント。 

Eternal Champio 
n Softwar日で、そ 
の他全部の仕事を担当。 
主にプログラムなど。 
手がけたゲームはゾT 
ROUBLESCONFUSI 
ONK2jJSPACEME 
RCENAFIYj'mNYW 
ASPIS^VAMPR 
E1S2j、rQUESTj0 
ELIEEさんより後輩 
だけど、堂々としてい 
るところがポイント。 

4 

— 2人は、どういうきっかけで知り合っ 

たの？ 
ME:後輩です。 
EL先輩です、学校の。たまり場があった 

んですね。図害室っていう。 
ME :その中に俺が首をつっこんで……。 

——それで同人ソフトを作るようになった 
きっかけみたいなのは？ 
ME同じクラスにTSUKKAsoftware (同 

人サークル）のやつがいて、同人ソフト出 
す前からいろいろプログラムとか作ってて、 
俺が「売ってみたら？ jって言ったんです。 
-じゃあ、先に出したのはTSUKXAさ 
んが先で……。 
ME:それを見ておもしろそうだったから、 

俺も.。あいつにできて、俺にできない 
わけがないと（笑)。 
——それまでは普通に、なんとなくプログ 
ラムを組んでいたと。 
MEもとは……、スタジオ〇ンサーって 

いう会社の社長と知り合いで、いくらか手 
伝いをしていたんです。 
——じゃあだいぶ昔からプログラムはでき 

たんですね。 
MEそうですね。プログラム始めたのは 

中学3年生のとき。マシン語を覚えて……〇 

-は 早いなぁ。 
ME 「コンピュータは面白そうだからや 
ろう！」と思ったとき、「BASICは遅いな 

ぁ、じゃあマシン語からjってマシン語か 
ら入ったんです。 
——そういう勉強はどうやってやったの？ 
ME :最初とりあえず本買って、ざ一って 

1回読んで、自分で1回組んでみて、動か 
ないと悩んで、ソフト会社の人に聞いてみ 
たり。 
-じゃあ、その会社の人に教わった部分 
ていうのがだいぶあるんだ。 
ME :そうですね。 

-ELIEEさんは、同人ソフト始めるよう 

になったきっかけは？ 
友逢がパソコン持ってたんです。で、 

それでいろいろ遊んでたんですけど、たま 
に同人ソフトとかも流れてたんで、おもし 

ろいなって思ってたところに、声がかかっ 
たので、「やる」って……。 

―『TINY WASP』は、僕はちょっとや 
ったら迷ってしまい、これはどうなってる 

んだろう と思ったのですが。 
ME :作った本人が100回やって1回しか 
終わらなかったから（笑)。あれはもう、俺 

もはずかしい（笑)。 
EL :ゲームバランスが悪かった（笑)〇 

ME :マップが29X29なんですけど、毎回 

変わっちゃうんで……なんの手がかりもな 
いんです。 
EL:当初の目的は、3D版の『ローグ』を 

作ろうということだつたんです0 

——2画面スクロールする絵とかはどうV、 

うふうに描いてるの？ 
EL:とりあえず、原稿1枚で描いて、ばっ 

さり切ったんです。 
ME:で、それをスキャナに通して、あとで 

うまく璽ねた。 
―絵を描く側としてソフトを作るときに 
苫労したところは？ 
EL:締め切りが短い（笑)。 
ME :—番短かったのが『QUEST』の絵を 

描いたときで、締め切りがその日。 
EL:彼の家に行ったら、いきなりそこの机 

で絵を描かされて……。 
-ひえ一。大変。 
EL:なんかも一、変な注文が多かったから 

(笑)〇 
——ソフトを作るうえで、気をっけている 
ところとか、ここだけは！というのは、何 

かありますか？ 
ME:なるべく早くルーチン自体を組んで、 
デバッグの期間を取れるようにと.。心 
掛けてはいるんだけど、けっきよく上がる 
のが2日前になっちゃう（笑)。あと、実行 

速度が速くなるようにというのを心掛けて 
います 
—それでは最後に、これからどういうも 

のを作っていきたいですか？ 
ME:今、目標にしているのがシミユレー 

シ ヨンと RPGが1つになったようなのを 

考えているんで。 

——次の新作ですか？ それは？ 
ME:いや一、はるか先（笑)0 メモリの問 

題とかで……。 

ベ/、、.こ-} \ 

101 



重ね合わせ機制寸き 

スクロールづ!/^ン〇*方 
① この)しーチンは16X 8ドットで作られ 

た背景の上に、16X 8ドット単位にキャ 

ラクタを重ね合わせて置いたり、動かし 

たりすることのできる多目的スク□一 

ル，）しーチンです。 

② これは、PC-88SR以降専用となつて 

います。また、高速化のだめに画の下 

2行(16ドット分）をキャラクタデータ• 

エUアとして使用するので、その部分は 

使えません。 

③ 背景キヤラクタデータは、このコーナ 

一で紹介した、エディタやチューチュー 

ツールのデータなどが使用できます。ま 

だ、▽スクパターン付きデー^も必要で 

すので、作れなし认は12月号のツールな 

どで作つてくださいね。 

④ マツブデータや、巳ASICコマンドの 
使い方などは、すべて1月号のマツブ表 

示ルーチンと同じです。ですから、1月 

号で紹介しだマップ.エディタでマップ 

を作ることち可能です。 

⑤ データさえあれば、このプ□ブラムを 

打ち込むだけで使用可能です。ほかのル 

-チンは一切必要ありません。まだ、ず 

つと前に紹介しだ、圧縮漢字PUTルー 

チンや、画面圧縮•展開ルーチンも同時 

に使用できます。 

⑤以上の注意点ガ〇Kなら、iJスト1を 

打ち込みましよう。実行させると打ち間 

違いがないかチェックをして、間違いが 

あると行番号の後に、N\Bad〃と表示され 

るので、その付近を見直してみて<ださ 

い。全部〇Kだとディスクにスク□— 

ル•ルーチンの▽シン語ファイル、>fs「" 

を作成します。これで、準備OKです。あ 

とは、次ページのサンブルブロブラム(リ 

スト2)を実行させてみて正しいかど〇 

か見てみましよ〇。 

Y ■重ね合わ出齡g付きスクロールチンのリス!-PC-8801mknSR版 

10 * flexible scroll routine 
20 CLEAR »&HBAFF:WIDTH 80，25:I=&HBB00:N= 
100 
30 PRINT ” Unel” ：” ；：S = 0:FOR A=1 TO 32:R 
EAD A$:B=VAL(”&H”+A$):S=S+B:P0KE I，B:I=I 
+1:NEXT 
40 READ A$:B = VAL(,f&H,r+AS) : IF (S AND 255) 
< >B THEN PRIN^TBacT :END 
50 PRINT”Ok.r?:N = N + 20:IF N<520 THEN 30 
60 BSAVE,rf srw .&HBB00*&H2A0 
70 PRINT”compLete.”：END 
100 DATA C3,15，BB，C3，0B，BC，C3，D6，BC，00，C 
0，19F，40，00，0F，14 
110 DATA 018，02，00，02，C0，21,3D，BD，22,8D，E 
E，21，7C，BD，22，A8,44 
120 DATA EE，CD，53，BB，F3，06,66,21，00，4■〇,1 
1，80，F9，C5，D5，0E 
130 DATA 5C，CD，6A，BB，D1，D5，0E,5D，CD，6A，B 
B，D1，0E，5E，CD，6A，80 
140 DATA BB，C1，10，E9，FB，11，01，E0，21，00，E 
0.01，FF，03，AF，77 
150 DATA ED，B0，C9,21，90，FE，CD，5C，BB，21，0 
8，FF，3E，87，06,50，C8 
160 DATA 77,23,10，FC，36,50，23,36，08，C9，；5 
A，C2，E6，F5，F6，02 
170 DATA D3,31，ED，79，01，10，00，ED，B0，D3,5 
F.F1，D3,31，C9,7E，AB 
180 DATA 23，FE，20，28，FA，FE，2C，C2，AE，03，C 
3，A3,18，EB，D5，E6 
190 DATA 7F，6F，26，00’29,29,29,29，01,80，F 
9，09，F3，ED，73，B8,6A 
200 DATA BB，31，4E，00，3E，90，D3,35,3E，08，E 
D.A0.ED.A0.EB.39 
210 DATA EB，3D，C2，AA,BB，D3,35,31，E5，BA，F 
B.E1，23,23，C9,7A，20 
220 DATA 16.00.21.00»C0»19.B7.28*07,47.1 
1，50，00，19,10，FD 
230 DATA C9,7A，16，00，21，00，C0，19，B7,28，0 
8,47，ED，5B，0C，BB，54 
240 DATA 19,10，FD，C9，F3，AF，D3，E6,3A，C2，E 
6，F5，F6，02，D3,31 
250 DATA DB，32，F5，F6,40，D3,32，FB，22，FC，B 
B.CD.D6.BC.F3.F1,71 
260 DATA D3,32，F1，D3,31，3E，FF，D3，E6，FB，C 
9，ED，5B，11，BB，CD 
270 DATA D1，BB，22,13，BB，EB，2A，(39，BB，ED，4 
B，0E，BB，C5，E5，D5,6A 
280 DATA C5,1A，13，D5，CD，8D，BB，D1，C1，10，F 
5.El，ED，4B，0C，BB 

• 290 DATA 09，EB，E1，01，80，02，09，C1，0D，C2,1 
D，BC，3A，0C，BB，2A，48 
300 DATA 0F，BB，95,32,25，BD，32,2F，BD，3E，2 
8,95,32,2A，BD，CD 

310 DATA D6，BC，C9，C5，D5，E5，E5,6F，26，00，2 
9,29.29,29,11，80，FB 

320 DATA F9,19,11，F0，FF，01，10，00，F3,3E，9 
0，D3,35，ED，B0，3E 

330 DATA 01，3D，26,021，6F，29,29,29,29,29,2 
9,3E，413,84,67,3E，37 
340 DATA 80，D3,35，AF，D3,34，11，F0，FF，01，1 
0，00，ED，B0，3E，67 

350 DATA D3，34*，11，F0，FF，0E，1 0，ED，B0，3E，5 
7.D3.34.11，F0，FF，EF 

360 DATA 0E，1 0，ED，BJ5，3E，37, D3,34，11，F0，F 
F，0E，10，ED，B0，3E 
370 DATA 90，D3,35，D1，21，F0，FF，ED，73，CC，B 
C，31，4E，00，3E，08,56 
380 DATA ED，A0，ED，A0，EB，39，EB，3D，C2，C0，B 
C,31，E7，BA，D3,35 
390 DATA FB，E1，D1，C1，18,45，DD，2A，13，BB，E 
D，5B，11，BB，CD，D1，D0 
400 DATA BB，22,13，BB，EB，ED，4B，0E，BB，2A，0 
9，BB，FD，21，50，E0 
410 DATA C5，E5，FD，7E，00，B7,28,U，3D，28，0 
B，32,70，BC，1A，FE，D1 
420 DATA 80，DA，53，BC，18，03，FD，77，00，1A，1 
8，06,1A，DD，BE，00 
430 DATA 28，09，C5，D5，CD，8D，BB，D1，C1,18，0 
2,23,23,13，DD，23，CA 
440 DATA FD，23,10，CE，01，2C，00，DD，09，0E，1 
4，FD，09，EB，0E，2C 
450 DATA 09，EB，E1，01,80，02，09，C1，0D，C2,F 
0.BC.C9.CD.A3.18,4C 
460 DATA 32，0C，BB，CD，7F,BB，32，0B，BB，CD，7 
F，BB，5F，D5，CD，7F 
470 DATA BB，D1，57，E5，CD，BF，BB，22，09，BB，E 
1,CD，7F，BB，32，0F，9D 
480 DATA BB.CD.7F.BB.32.0E.BB.CD.7F.BB.3 
2,11，BB，CD，7F，BB 
490 DATA 32,12，BB，E5,21，0B，BC，CD，E4，BB，E 
1，C9，CD，A3,18,32,65 
500 DATA 11，BB，CD，7F，BB，32,12，BB，E5,21，D 
6，BC，CD，E4，BB，E1 
510 DATA C9.00.00.00,00,01,00,00.01.00.0 
8，00，00，50，00，00，9A 
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重ね合わせ機能付き 

スクロール.;レ^ンの使い方 
まず、このルーチンを使ろだめの初期 

設定をします。 
[初期設定] 

10 CLEAR，&HBAFF 
20 BLOAD〃 背景キャラクタデー 
夕•ファイル名",&H3FFE 
30 BLOAD 〃 fsr, R 
40 BLOAD〃マスクパターン付キャ 
ラクタデータ•ファイル名〃,&H 3 

FFE 
50 BLOAD〃マップデータ•ファイル 
名"，&HC000 

この初期設定で必要なデータをすべて 
準備します。それぞれのデータファイル 
は、このコーナーで紹介してきたエディ 
夕などで作成して<ださい。背景やマス 
ク/1ターンのデータは、必ず16X 8ドッ 
卜のサイズのものを使用してください。 
初期設定が終わると自動的に、画面の下 
2行が消されてデータエ1 Jアになります。 
そして、以下のよ^なコマンドが使用で 
きるよ^になります（12月号でち説明し 
ていますので、そちらも參考にしてね)。 
[新し < 増える命令] 

SET XI,丫 1,X2, Y 2, X 3, 

10 CLEAR 
5，0，1:CO 

スクロール•ルーチンのサンブルブログラム| 
-PC-8801 mk II SR 版 

2 .&HBAFF:WIDTH 80，25:CONSOLE 0 
I:COLOR 5,2:CLS 3 

20 I=&H4000:FOR A=0 TO 127:P0KE I+A，0:NE 
XT:POKE 1+56.48:BLOAD^fsrw,R:FOR A=0 TO 
15:P0KE I+A»255:P0KE I +A + 48* 170:NEXT 
30 I=&HC000:FOR A=0 TO 990:POKE I+A,0:NE 
XT:F0R A=1 TO 60:POKE I+INT(RND(1)^990), 
1:NEXT 
40 SET 64,15，0，0，20，15，0，0:A=0:X=0:Y=0:P 
=1:Q=1:R=1 
50 A=A+P:IF A=0 OR-A=59 THEN P=-P 
60 I=&HE050 + Y*40 + X:POKE I * 1:Y = Y + Q:IF 丫 = 0 

OR Y=14 THEN Q=-Q 
70 X=X+R:IF X=0 OR X=19 THEN R=-R 
80 I=&HE050+Y*40+X:POKE I，2:P0LL A，0:GOT 
0 50 

Y3, X4, 丫4 
マップ画面の設定をして、表示させる命 
令です。X, 丫にはそれぞれ次のよ〇な 
意味があります。 
©(XI,丫1)マップ全体の大きさ 
画面に表示されない部分も含めて、マッ 
ブ全体がどの<5いの大きさであるかを 
指定します。8192個以上のマス目は使用 
できません。 
② （X2, Y2)ウィンドウ位霤 
スクロールするウインドウを、実際の画 
面上のどの位置に置<かとい^指定。X, 

丫は、ウインドウの左上を指します。 
③ （X3, 丫3)ウィンドウの大きさ 
ウィンドウの大きさを指定します。16X 

8の八°_ツを、X, 丫方向にどれだけ表 
示するかを表わします。 
④ （X4, 丫4)マップ表示位霪 
マッブ全体の^ち、まずどの部分をウィ 
ンドウに表示させるかを指定します。 
[新しく增える命令] 

POLL X, 丫 
SET命令で表示させだマッブをスクロ 
ールさせるときなどに使います。X, 丫 
の値は、SET命令のX 4, 丫 4と同じ< 

全体フッブ上の座標を指しま 
す。以前に指定した値から1 

つずれた値をどんどん指定し 
てゆけば、スクロールするこ 
とになります。 
[重ね合わせるだめの方法] 

&HE000〜&HE3FF まで 
が、仮想VRAMとなります。 
この中にキャラクタ番号を書 

さ込むことにより、その位置 
に重ねて表示されます。 

して、仮想、VRAMを使う 

Iもう1つの利点は、アクシ 

fンゲームなどの当たり判 

定に便利ということです。自分を置く 

べき力易所にすでに、ほかのキャラクタ 

を重ね合わせるための番号か書いてあ 

ったりすれば、すぐ何かと衝突という 

ことか分かりますし、ミサイル単な 

どに当たった判定などにも使うことが 

できます。 
最近のソフトでは、2重3重のスク 

ロールをしたりしますが、それらも大 

体同じような方法で作ることかできま 

す。背景が2重に動く場合などは、上 
に重ね合わせする仮想VRAMのメモ 

リを広く取って、そこにマップと同じ 
ように背景キャラクタのテ'一夕を置い 

ておくわけです。そうした場合、さら 

にその上に人などを重ねるために、も 
う1つ仮想VRAMを取っておかなく 

てはなりません。 

このように、基本は簡単なのですが'、 

坂想VRAMの大きさは、ウィンドウの 
サイズに鬮系な < 常に40X25になります。 
ただし、上2行はダミーになっているの 
で、実際には&HE050〜が、画面の左上 
にあがります。ですから、だとえば左上 
に2番、その下に3番のキャラクタを置 
きたい場合には、 
POKE&HE050, 2 : POKE& 

HE050+40, 3 
で、いいわけです。X, 丫に座標か入っ 
ているとしたら、 
l=&HE050+Y*40+X 
の計算式で、変数Iに仮想VRAMの位 
置が計算されて代入されます。 
まだ、仮想VRAM上のキャラクタを 

動かすときには、ます自分のキャラクタ 
を消してから新しいところにキャラクタ 
番号を書き込みますが、その際にはキャ 
ラクタ番号1を書き込んで消して<ださ 
し、キャラクタ番号0は何もないことを 
表わすものですが、それで消すと消えな 
いことがあるので、必ず番号1を指定し 
よしよJo 

[サンプルブ□グラム] 

背景が動きながら、その上に重なって違 
〇動きをする四角いキャラクタが出ます。 
キャラクタデータがないので貧弱なもの 
ですが、キャラクタデータを入れてみる 
と、きれいになりますよ。 
[わかる人のための補足事項] 

背景キャラクタデータや、フスク八°ター 
ンのデータを自分だちで用意できる人は、 
初期設定の際に&H4000からキャラクタ 
データを□ードして < ださい。 
おまけ機能として、背景マップデータ 

の一番上のビット（ビット7)が立って 
いるときは、上に何も重ねない機能がつ 
いています。1月号のマッブ•エディタ 
では、それをサボートしていませんが、 
改造して使ってみるのもいいでしよ^。 

それらを効率よく高速に_させるよ 
うにプログラムを組もうとすると、け 

っこう頭がぐちゃぐちゃになりがちで 

すから、作ってみようとぃう人はがん 
ばってくださぃ0スクロールに限りま 

せんが、このような方法がベストでも 

なぃし、この方法を使わなければぃけ 

なぃとぃうこともなぃので、「これ以外 

にも方法はなぃか？」とか、「これを応 
用するとどんなことかできるか？」な 

ど考えてみると、自分のためになるん 

じやないかなと思います。 
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0BD00H 

RS232，VCRT，CL0CK-RET 

RET，RET,FDD1，FDD2 

A,0BDH 
I，A 

HL 
HL，3167H 
JOB 
HL 
HL，3080H 
JOB 
HL 
HL -4143H 
JOB 
HL 
HL•3CB9H 
JOB 
HL 
HL，3CACH 
JOB 
HL 
HL-3079H 
AF 
BC 
DE 

17BD1DBD23 
BD35BD 
35BD35BD29 
BD2FBD 

F3 
3EBD 
ED47 
FB 
C9 
E5 
216731 
1810 
E5 
218030 
1816 
E5 
214341 
1810 
E5 
21B93C 
180A 
E5 
21 AC3C 
1804 
E5 
217930 
F5 
C5 
D5 

3283BD 
1814 
CB4F 
2807 
3E5D 
3283BD 
1809 
CB57 
2805 
3E5E 
3283BD 
F3 
3EFF 
D35F 
3AC2E6 
F5 
E6F9 
0331 
CD9133 
FI 
D331 
3A83BD 
B7 

2803 
4F 
ED79 
AF 
3283BD 
D1 
Cl 
FI 

ORG 

INT.: DW 

DW 

START: DI 
しD 
しD 
El 
RET 

RS232: PUSH 
しD 
JR 

VCRT: PUSH 
しD 
JR 

CLOCK: PUSH 
しD 
JR 

FDD1: PUSH 
しD 
JR 

FDD2: PUSH 
しD 
JR 

RET: PUSH 
しD 

JOB: PUSH 
PUSH 
PUSH 

IN 
BIT 
JR 
しD 

■ワンポイント•テクニックのアセンブラリスト ーーPC-8801mkn SR版 

(VRAM)，A 
CMP 
1，A 
Z，SKIP2 
A，5DH 
(VRAM)，A 
CMP 
2, A 
Z ,CMP 
A.5EH 
(VRAM)，A 

A，FFH 
( 5FH )，A 
A，（E6C2H 
AF 
11111001 
( 31H )，A 
3391H 
AF 
( 31 H ) , A 
A，（VRAM) 
A 

Z , SKIP3 
C . A 
(C )，A 

A 
(VRAM) - A 
DE 
BC 
AF 
HL 

0 

しD 
JR 

SKIP1:BIT 
JR 
しD 
しD 
JR 

SKIP2: BIT 
JR 
しD 
しD 

CMP: DI 
しC) 
OUT 
しD 
PUSH 
AND 
OUT 
CALL 
POP 
OUT 
しD 
OR 

JR 
しD 
OUT 

SKIPS: XOR 
しD 
POP 
POP 
POP 
POP 
El 
RET 

VRAM: DB 

今回の内容とは全然関係ないけど、マ 
シン語でVRAMに書き込むには、必ず 
DIをしてからでないとバンク切り換え 
をしちやいけなかつたね。これは、割り 
込みのせいなんだけど、難しい説明はこ 
つちに置いておいて、このプ□ブラムを 
使〇と、D丨をしないでVRAMに書き 
込みしても平気になつちやう（ただし、 
ALUを使うときはダメみたい）のです。 
この1JストをアセンプルしてSTART 
のラペルをコールすると、D丨を使わな 
<ても大丈夫。ただし、〇RGの値を変更 
するとさは、STARTの後のAレジスタ 
の値も変更して < ださいね。 

Eternal Chamoion Software の 
ワンポイント•テクニック 

/y いうわけで、今回は重ね合 

iCZ^わせをしながら背景をスク 
口-ルさせるプログラムと 

いうのを載せてみましたので、どんど 
ん使って楽しいソフトを作ってみてく 

ださい0ながながと、キャラクタの話 
を読んでくれて、ありがとうでした。 

ばいばい-ん。 (おにおん） 

バグとい^わけじやないんだけど、1 

月号で紹介したMSX2用の画面圧縮セ 
_プ•□—ドのルーチンの使い方にミス 
がありました。初期設定のCLEAR文は 
CLEAR, &HBAFF : BLOAD〜 

i 

CLEAR, &HDAFF : BLOAD- 

パヴ0あ'知らせ 
だつだんですね。別に上の方法でち動作 
しますが、巳ASICプ□ブラムのエリア 
か小さ<なつてしまい、せつか<ディス 
クから直接□ード、セーブしているのに 
台ナシになるので下のよ〇にして<ださ 
い0 

H P 
c I H 

5 K C 
(A S 5 

A 0 z A 

c 7 7 c 
5 4 0 5 

B B s E 
D c 2 3 

104 ※なお都合によりこのコーナーのご霣問は、住所•氏名•電話番号を明記したハガキでrDo-Jinフアンおしやべ0しながら同人ソフトを作0ましよ/係」 
まで、お問い合わせ<ださい。あて先はP.99参照。また、フ□クラムの移植、同人ソフトの技術的な霣問もドシドシこちらに送つてね。 
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そろやつて 
一つの 

クエストが 

終ると 

I STAGE1卜8玉_〜 

家戾る舯にたちを蜊で、形しい| 
i^A鲇きていた。糖#はすべて齡| 
切り裂かれてその場で_していた。ml 
かな手□も雜妹餅がそれよりもエドワ| 
-ドを齡したのはその舺□の餅さだっ【 
k,それ_、に酬八にょ_で1 
肋かった。鹏⑽jの齡龄謅、.驗士 | 
によるも眯〇た。I 

に)！てる和uドワづしかいない。エドワ| 
-ド雌人觖跗ため粧Iこのりだした-r 

-PUSH RETURN KEY - 

^次の 

クエストが 
始まるのだよ 

^これはまるで 

よ一し次の 
クエストに 
急ぐぞ/ 

mm 

hj_ 

だんだん 
迷路が難し 
<なるなあ 

ねえマスター私今までの迷路を見ていてふと思っ 
たんだけど先月号のバツトマンのネタじやないけど 
このゲームの迷路ってある一定の法則でえがいて 
あることに気づくのよねそれさえ気づけばすかぼ 

,んだんのマスターだって…それはね… 

>抜け穴 5。 
IHワイがiiへ手鉍対と、解)ブ 
スb卜から齡Sとばしりii®下域 
狐たそび' 王®,⑽獅入 
1：なっている， 

PUSH RETURN KEY - 

拉る:11¢齡紗啁轉:し、胡 

-PUSH RETJRX KEY • 

m 

よ一し法則さえ 
わかればこっちの 
ちんだ/ 

靈=_ 

「鞔か、Iドチド…n| 

祭壇のパ1^を餅て掰■ 

_。今から俺は»| 
!鏘械してIドワゴI 
のリストから擱する！ 
う1人(DIドワ-ドU 
ドッ譬力Hi牖| 

_し、自分自身も巨大な! ■ 

-PUSH RETURII 
-uiH kbluK 

■ ラおお一 初めての 
敵じゃ 
やつだ一/ 



u 

¥ 

%, 

ti 

t 

つつ^… 

ややばい 

<そ一 
やられて 
しまつだ 

ひいいい 

勝つには 
勝てたけど 

ド.、 
GAME 

キ—3—カイ 
あと''へ'んちI 

次は去年の 
4月号で紹介しだ 
コマンド選択方式の 
AVG『彼と二人の 
スカイライン』です 

_ 

STAGE III -臚®力-. 

エドヮづ11哺翊nsr撇秕 
す4た龀ブリグストン| 

た。 
として瓣调- 
麵しさ娜0たが' mm 
て苷咖_• 
-PUSH RETURN 

j.p v rUv情霰似輝sukノ卞i- 

4た齜ブリグストン(D胡hとやって# 

。こ®_忭娜遣_ 

して樂(DB1てたも攸とSえらん 

Co^'3^?fe 

まぁ 
アイドルと 
言つだら 
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マ、c 

■ 

しまつた 

カードマンか中に入れて 
<れなかつだ 

いままで 
なかつだ 

TV局にも入れるように 
なつだのである ゎっゎっ 

まつて <れ/ 

>ゎかつだ- 

f▲わかった 

スカウトしに 
街に来てみだ 
けれど… 

街には > 

居なそ一なので 
なんやかんやで 
TV局に来た 
のだが… > 

社長の命令で 
新人を探しに 
きだけれど 

私の 
出番が 
来だみだい 
ね/ 

という訳で 



斤し 
kイエ—f 秘書をみつけて 

<れてありがとラノ 

い緣Hi〜 
n 

おおお 
いけるぞ 
これは 

わだし 
ですかあ 

そしてついに | 
ヨナミちやんのアイドルへの| 
道が始まつだのであつだ 

じやんじや一ん 

社長 
このコレか 
いませんよ/i 



いいかい3ナミ 
ここからの選択は 
とても大事だからね 

よ < 考えないと 
いけないよ 

1 mi 

<おら先々月号の 
ギヤク'を使うで 
ない/ 

■か， 

_ 

ち一 

泣か 
ないで 

匕麵ぼし”-叫 
2.ほかをあたる 

•炎通S 
んじやね 
この人 

うV、ざビん 

V 

m ゲームに 
つまつたときは 
パイプウーマン 
ラいざどん 
だ一/ 

さあ 
悩みごとは 
何/ 

お言い 
ホUホIJホIJ 

ままさかと 
思ラけど 
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今月のインフォメーション ^ 

『彼と二人のスカイライン』はTAC Soft IIの 
協力により5名にフレゼントします廊募の仕 
方は前の一本と共通で①プレゼント希望ソフ 
卜名②ft所•氏名年令，職業（学生）をハガキ 
に書いて〒105東京都港区新橋4—10-7 TIM 

テクノポリス編集部3月号Do-Jlnソフトく 
りいむ係まで締め切りは3月8日必着 
発表は5月号です 
12月号の当選者発表 
•『Heirss』佐藤淳一（静岡県）斎藤浩（京 
都府）石戸考幸（東京都）樅山聡(岐阜県)田 
□茂（埼玉県）#『TAKE〇UT vol.1』岸 
田英之（東京都）原健二郎（徳島県）木崎智 
一(干葉県）太楽大介（茨城県）中田明（神 
奈川県）#『天空のステラ』荒井政明（千 
\県）木島智（宮城県）田中雄一（東京都） 
I高知真人（大阪府）吉岡健一（徳島県）Yへ 

フリープログラマー募集 
アセンブラ、Cがわかる方。高給優遇。自 
宅制作可•秘密厳守。詳しくはT E Lにて。 

/(令離衣P 

だよ一Iv 

こりち 

同人ソフトと/ \°ソコン同人誌 
だけを集めだ世界初の即売会 

悩まずに 
最後まで 
いけだん 
だよ〜/ 

あなたの欲しい 
ソフトを持つて 

あなだの街で 
パソケット//: 

来てね——つ/, 



比べて下さい。早さ•便利さ•確実さ日本一/ 

デ~ク遇代錢払•特急•雖日•獅配達も可能です。 

さらに大特価で、消費税不要•全国無料配達の大サービス// 

新作S名作:3-ナー/i!臨 
1月E4日現在未発売品も含まれています0 
商品名後の12 • 20、12 •中等の記載は1月24日現在アーク(株)調べに 
よる発売予定日です。 

リストに無いソフトも取扱つています。 
前払の方は〗0%引き、後払の方は10%引き+1個につき部0円《 

•定価が5,000円以下の商品については、10%の割引がで#ません。 

PC88シリーズ Ij_MSX.MSX2.MSX2+ 

琴^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ 誠^^ 

^綴禪^ 及‘，.■-/J|i! 

XB8000 

エアーコンハ•ット遊擎王2 
A晒碁2. 
エメラルドドラゴン. 
棋譜マスター 
キャンペーン版大戦略 2 
級河英雄伝説+ SET. 
ウルティマ3. 
神戸恋愛物語. 
ごくらく天国おめみえの与 
碁Wいじめ. 
怨霊戦記. 
神の聖都. 
二国志. 
Z国志2. 
ギャラクシースピリット 
38万キロの虚空. 

斯アナログシナリオ#丨. 
斬アナログシナリオ#2.02/10 
斬アナログユーティリティ••…02/24 
紫禁城. 
上海2. 
畜皇登龍門. 

大戦略2 SP. 
大戦略3. 
地球防衛軍2. 
提督の決断. 
テンプルマスター 
トンネルズアンドト 
同人ソフトセレクシ 
DOLL. 
ドラゴン航海記 
デイオス. 

ビートバイス. 
ブライ上巻. 
ブルトンレイ. 
ブルトンレイシナリ 
電陆将棋2永世名人 
ポリスクエスト2… 
麻雀狂時代SP2 
麻雀悟空天竺への遒 
通かなるオーガスタ 
MISTY3. 
メルルーン. 
ラヴアルー. 
ラップトップチェス 
レジオナルパワ—— 
レナム. 
ロードス島福神* 

維新の胤. 
ソーサリアン追加シナリオ丨、2 
ソーサリアンユーティリティ 
エメラルドドラゴン. 
神の聖都. 
ガウディ. 
酿動戦士ガンダム. 
キャンペーン版大戦略2. 
ぎゅわんぶらあ自己中心派3… 
級；'可. 
銀河英雄伝説+ SET. 
ガルフストリーム. 
刑事大打擎2. 
神戸恋愛物語. 
テh Uス. 
サーク. 
三国志2 . 
ディガンの魔石. 
上$ 2. 
シュバルツシルト2. 
将棋大将88. 
自己中心派麻雀パズル. 
バルバトウスの魔女. 
スタートレーダー. 
倉鹰番パーフェクト. 
ソーサリアン. 
第4のュニット3. 
ティルナノーグ. 
提督の決断(VA). 
テ”一2. 
DCコネクション. 
ディオス. 
ディストラクション下卷 
妖獣檐甲兵. 

トンネルズアンドトロールズ…01/15 
DOLL. 
ドラゴン航海記. 
ドラゴンスレイヤー6. 
信長の野望戦国群雄伝(VA). 
ハラキリ.01/30 
バランスオブパワー. 
プライ上巻. 
ブラックユニコーン. 
パイレーツ. 
プロヴィデンス. 
ラストハルマゲドン. 
マイトアンドマジック2. 
MISTY3.01/25 
ミッドガルツデュアルサイド . 
夢幻戦士ヴァリス2. 
夢幻の心臓3. 
メフイスト. 

イミテーションは愛せない. 
ザゴルフコース集（M2) .12/10 
維新の胤(M2). 
ウィザードリィ2. 
エグザイル2. 
F-Iスビリット3D(MSX2) 
怨霊戦記. 
神の聖都(M2). 
ガウティ. 
ガンシップ. 
機動戦士ガンダム. 
銀河英雄伝説. 
銀i可英雄伝説パワーアップアンドシナリオ 
銀河英雄伝説+ SET. 
グラフサウルス. 
激突ペナントレース2. 
ハイディフォス. 
魂斗羅（MSX). 
パックマニア. 
サーク. 
サウルスランチ(シンセサウルス、データ). 
ファンタジー3. 
プロ野球ファミリースタジアム. ±M2. 
シュバルツシルト. 
シンセザウルスVER2.0. 
水滸伝. 
スーパー大戦略. 
スペースマンボウ. 
SPスナッチヤー.02/16 
倉靡番パーフ：Lクト. 
ソリッドスネイク.01/15 
テグザー2. 
テトリス(DISK). 
DCコネクション. 
ディオス（M2).01/15 
ディガンの®石. 
野球遒(M2). 
ルーンワース. 
DD倶楽部. 
トンネルズアンドト□ールズ(M2) .03/30 
DOLL. 
ドラゴン航海記.02/16 
信長の野望教国群雄伝. 
信長の野望戦国群雄伝（ROM) 
スナッチヤー. 
ピーチアップ# 2 (バレン^インスペシャル)…01 /25 
ファイナルファンタジー（M2>. 
サイオプレード. 
マイトアンドマジック2. 
MISTY4.03/25 
MISTY3.01/25 
ミッドカルツSIDEA*B 
夢幻戦士ヴァリス2. 
妖魔降臨.89.12/30 

A-JAX. 
エメラルドドラゴン.i 
維新の胤. 
ダフルイーグル. 
銀河英雄伝脱. 
神戸恋愛物語.I 
ゴルフコンストラクション……I 
38万キロの虚空. 
fr. 
斬シナリオコレクション丨. 
斬シナリオコレクション2……I 
シャッフルバックカフエ. 
上海2.： 
シュバルツシルト.| 
G-，ンーノレ. 
ブロディア. 
ジャックニクWチャンピオンンッブゴルフ. 
水滸伝. 
メタルサイト. 
スターコマンド. 
倉摩番パーフIクト. 
第4のュニット4. 
モトス. 
ローグアライアンス. 
デイオス. 
トンネルズアンドトロールズ… 
南海の死闘. 
價長の野望戦国群雄伝. 
ハイブリッドフレーマーナイト 
遥かなるオーガスター. 
ファーストクイーン. 
フラッピー2. 
麻雀狂時代SP2. 
マジックパレット. 
MISTY3. 
夢幻戦士ヴァリス2. 
雪の国のクルージュ. 
ラグーン. 
レナ厶. 
リングマスター丨. 

オペレーションウルフ. 
海外ソフトコレクション3 STONES- 
海外ソフトコレクション4 HOMETOWN - 

38万キロの虚空. 
シューテイングTOWNS.89.12/21 
スーパー大矓略.01/16 
MISTY3.01/25 
0星占術令言 89.12/23 
史上最強のビデオバイブル…03 
第4のユニット5.03/15 
帝都大戦. 12/21 

I通 

前払の方は10%引き、後払の方は10%弓Iき+■につ¢500円•〇印は1月24日現在未発売のものです。 

禁断のパラダイス. 
クリスタルドリーム. 
クレセントムーンがある 
グラムキヤッツ. 
コスモスクラブ. 
技しのドレス2. 
ごくらく天国. 
早乙女学園入学案内. 
5AY0K0. 
雀ボーグすずめ. 
スターシップランデブ—— 
ス□ープ. 
セーラー服戦士フェリス… 
SEXY PINBALL. 
せまってみたい. 
せろり. 
超番外制服図鑑プラス••… 
テレホンクラブストーリー 
テレホンクラブストーリーSP… 
天使たちの午後2美奈子… 
天使たちの午後3. 
電脳学園SF学園の謎(M2). • 

リガルード. 
トワイライトゾーン2 
トワイライトゾーン3 
ドッキン美奈子先生… 
ドラグーンアーマ—— 
ドラゴンナイト. 
ピーチアップ《 3 
ねじ式. 

パぺットシヨウ. 
美少女野球挙. 
ピーチアップ¢2(/ルインスペシャル)… 
ザ•デート. 
ピンキィポンキィ丨*2,3 
ビデオクィーンをさがせ••… 
VERMILION. 
フルーツカクテル. 
フルーツカクテルデータ集 
ブルーウインド. 
ブルームーンストーリーI ••• 
プライべートスクール. 
ぺろんちょ身体検査. 
ポッキー. 
まじゃぺんちゃ一2通泉麻雀 
まじゃぺんちゃ一ねぎ麻雀 
驪浄理子. 
やりたい放題2 
ライム. 
ランス. 
らんらん狂走曲 
リップスティックADV. 

中古ワフト:HW 
価格は消費税•手数料•送料を含む代金後払 
価格です。 
下記中古ソフトは、電話での注文のみ受付けます。 
•下E以外に在庫5,000本以上あります。 

麵 

大戦略m 
ミツドガルツ. 
リーチザフォースターズ 
MS-DOS. 
ガイフレーム. 
サイオプレード. 
スタートレーダー. 
ェグザイル. 
ハイドライドII. 
ハイドライドm 
サーク. 
ルクソール. 

ブラスティー. 
めぞん一刻完結編 
ガンダーラ 
ザ•スクリーマー…… 

•98/52 HD.3.52HD5,800 
•98/5*2 HD.3.5.2HD6,600 
.98/5.2 HD.3.52HD5,800 
•98/5*2 HD.3.5"2HD 10,600 
88.4,700 

エルスリード.88. 
アンジェラス.88. 
オールドヴィレツジストーリー88. 
イース II.88. 
激突ペナントレース.MSX2/R0M•… 
サイオプレード.MSX2/DISK•… 
ハイドライドHI .MSX2/ROM… 
メタルギア.MSX2/ROM•… 
大戦略.MSX2/DISK•… 
霸邪の封印.MSX2/ROM•… 
ファイノレマスター.MSX2/DISK•… 
グレイテストドライバー……MSX2/DISK.… 
ロマンシア.XI. 
ソーサリアン.XIT. 
ソーサリアンシナリオ《卜…XIT. 
ソーサリアンユーテイリテイ•…XIT. 
タンパ.X68. 

あなたのお持ちのソフトを中古係までまずお送り 
ください。着き次第貢い取り値を査定して連絡 
いたします査定額が気に入らなければすぐに 
お返しする安心システムです， 

お持ちの機種名とメディアを害いて62円切手を 

同封のうえお申し込みください,，中古リストをお 
送りします，必要なソフトが決まっていれぱお電 
括下さい。在庫を調査いたします， 

本紙広告有効期限/1990年3月8日まで_ 

社員•アルバイト募集中 

■アーク通販なら…… 
□全て配達は郵便小包又は宅急便を使用し全国ネット販売。 
03休みなしで応対。平日朝10時〜夜8時。日祭日午後]〜7時。 
SO大手パソコン、ップ•流通会社•メーカーとタイアップ在庫50万本以 

上。 
E10顳客住所•製品情報をコンピュ-穴リアルタイム処理。 
〇〇後払し)でも特価又は定価の10%引1:500円をプラスするだけ。 

MSfei消費税•配邃料は不要。電話で簡単に注文GK。 

■お好みの方法でお求め下さい。 
(注文方法•およその納期•割増料金） 

.安全確実に—— 

iifm m»注文内容を同封鲁6〜日1日 

| 2.安く •早く 一 

•電話.Aガキ.FAX*4〜6_日 

| 3とにかく安く—— 

te職3はii •通信らんに記入《 | 〇〜1?日 

|4.かんたんに注文一一 

はH】• I V八ガキ.FAX*4~B日.(500円） 

| 5.新作を発売後すぐに 

*電話•八ガキ.FAX争発売日発送 

• (500円） 

|日.とにかく早く一 

*電話*約2〜阳*(「〕on円）+Gm円 

午前中に注文l だければ翌日に出荷し龜:します。 

I 7.指定日に配達—— 

•制su織■ •電話*」:定日に配達* (jini)'1!' 

I8夜間に配達—— 

mji棚•電話•八ガキ* FAX •午後〜8 

時に配達* (5QQ円）+500円 

參住所•氏名•電話香号•商品名•機種•メディアの別を詳し 

くお知らせください。 

參発売予定及び在庫切れの商品は入荷次第お送りします。 

又発送が10日以上おくれる時は、電話又は八ガキにてお 

知らせいたします。 
•納期遲れ及び初期不良につし\ては商品の取Mえ又は返 
金以外の責任はもちません。 

_注文商品のキャンセルは原則としてお受けできませんか 
発売遅れの場合発送前ならお受けいたしますa 

•1B才未満の方の後払注文は保護者の承諾を受けてくた 
さIV 

•後払の方は割引価格に後払割增料（50「1円）をプラスして 

お支払い下さい3 

アーク通販直営 

中古ソフト専門店 
1，000本以上の中古ソフトを 

展示即売 
今月からさらに安くなり、お求めやすくなりました。探し 
していたものがある、欲しかったものが安い。持込買 
い取りも0K。 

I JR高槻駅北口歩1分第1勧銀宝くじ売り場向い1 

ミドリビル^ 
2Vi 

•現金書留下記住所アーク牌)通販部テクポリ係 

►郵便振替大阪0-103169アーク株式会社 
►銀行振込第一勧業銀行高槻支店(普）1147114 

凝会社 7 
通販部 

亍569大阪府高槻市芥川町1丁目14番27号 
(Sドリビル2F) 

0072B- 81-0471 
F/\X.0726-已1-048B 



ザー7-とプロクラマーのりソフトコーナー 
W/Ak 

ij 

东3ぐ細んぐ 
ひ ☆ぐ 

「初めゴルフゲームのつちりで 
作つたんです」「じや“ゴルフ 
るんるんきやびウ”つてのは？」 
「う一ん……。“ゴルゴル”で 
は変だし」「じや“ゴ□ゴロ” 
にしよ一」「はあ、それでいい 
です」。ゲーム名が決まつた/ 

=112=112 PC-8801シリーズ 
PC-9801シリーズ 

逛©圃©ヲ回發弓冱 
今月のプログラムも、やっぱりPC- 

8801 シリ ーズのN88BASIC上で動作 

します。モードはVI、V2ならばどちら 

でも問題ありません（V3モードは未確 

認)。4/8 メガ比の切り換えもどちらで 

も0Kです。しかし、ゲームをやると 

きは遅いほうが楽だと思います。 

つぎのページのプログラムを打ち込 

みましよう。適度な長さ（短さ）なの 

で、打ち込みは楽勝。ただ、200〜260 

行のデータ、数字の羅列の打ち込みは 

慎重に。ここを間違うと、30〜60frT 
思わぬエラーが出たりしますぞ。はた 

〇まずは方向を決める。斜めしか選べないのが 
ポイント。で、右のパワーメーターが動きだす 

また、エラーにならなくても、ステー 

ジの作りがめちゃくちゃになってしま 

うことがあるかも。ま、のんびりと間 

違いなく打ち込みましよう。 

プログラムをセーブしたら、RUN 

してみましよう。しばらく（2(^少ほど） 

してゲームスタート。イケイケ。 

§1=3公恣矽c©濯 
では、ゲームの説明です。自分の動 

かすのはnい叫角の球（なんかすんご 

くヘンだぞ！）。これを壁に当て反#tさ 

せ、赤いI几1角まで^#けば'ゴーノレという 

簡単ゲームです。 

〇ここぞ/つてところでパワーメーターを止め 
ると、そのパワーで球がピヨーと飛んでいく 

まず、テンキーの1、3、7、9キ 

一で球を動かす方向を決めます。そう、 

なんとこの球、斜め方向にしか動かせ 

ないんですね〜。方向を入力しリター 

ンキーを押すと、画面右で赤いパワー 

メーターがビヨ〜ンビヨ〜ンと上下し 

ます。ここぞってところて、'スペースキ 

一を押すと、そのハ。ワーで球がツツー 

ッと動くというわけです。壁の反射を 

利用してゴールしましよう。 

全6ステージを終rすると、各ステ 
ージでゴールに要した回数とその合計 

力す^:され、ゲームエンドとなります。 

ちなみに、6ステージの最小手数は15 

Mでした0チヤレンジしてみてね。 

テージがヘンな消え方をして次のステージへ 
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■PC-8801シリーズ用『ゴ□ゴ□』フログラムリスト 
10 WIDTH 80，25:CONSOLE 23，25，0，1:DEFINT A-Z:DIM Q(6，29，18)，X(6)，Y(6)，DX(6) 
20 DIM DY(6)» SC(6) :FOR M=1 TO 6:FOR X = 0 TO 29:FOR Y = 0 TO18:Q(M，X，Y)=1:NEXT 
30 NEXT:READ K:FOR 1=1 TO K:READ X1，Y1，X2，Y2:FOR X=X1 TO X2:FOR Y=Y1 TO Y2 
40 Q(M»X»Y)=4：NEXT:NEXT:NEXT:READ X(M)，Y(M)，DX(M)，DY(M):NEXT:M=1 
50 Q(M，X(M)，Y(M))=7:Q(M，DX(M)，DY(M))=2:FOR X=0 TO 29:FOR Y=0 TO18 
60 LINE (X*2(3，Y*I0)-(X*20+16,Y*10+8)，Q(M，X，Y)，BF:NEXT:NEXT:Q(M，X(M)，Y(M))=4 
70 X=X(M):Y=Y(M):DX=DX(M):DY=DY(M):SC(M)=0 
80 FOR 1=0 TO 32:I$=INKEY$:NEXT:CLS 1:PRINT USING ”[#，###]”；M;SC(M)+1INPUT A 

90 L=1:K=1:S=(A=1)+(A=7)-(A=3)-(A=9):D=(A=7)+(A=9)-(A=1)-(A=3):IF D=0 THEN 80 
100 L=L+K：IF L=1OR L=18 THEN K=-K:F=0 

110 IF INP(9)=191 THEN 120 ELSE LINE (600，L*10)-(630，L*10+8)，K+1，BF:GOTO100 
120 LINE (X*20，Y*10)-(X*20+16,Y*10+8)，Q(M，X，Y)，BF:IF Q(M，X+S，Y+D)<>1 THEN 150 
130 IF Q(M，X+S，Y-D)〈>1 THEN D=-D:F=1 ELSE IF Q(M，X_S，Y+D)O1 THEN F=1:S=-S 
H0 IF F=1 THEN F=0:GOTO120 ELSE S=-S:D=-D:GOTO120 
150 X=X+S:Y=Y+D:L=L-1:LINE (X*20，Y*10)-(X*20+16，Y*10+8)，7，BF 
160 IF X=DX AND Y=DY THEN 170 ELSE IF L=0 THEN SC(M)=SC(N)+1:GOTO 80 ELSE 120 
170 FOR 1=9 TO 0 STEP -1:LINE (1*10，1*10)-(600-1*10，190_I*10)，0，BF:NEXT 
180 SC(M)=SC(M)+1:M=M+1:IF M=7 THEN M=0:FQR 1=0 TO 6:M=M+SC(I):NEXT ELSE 50 
190 CLS 3:C0NS0LE 0,25,0.1:FOR 1 =1 TO 6:PRINT USING ”STAGE:# SCORE；I,SC(I) 
200 NEXT : PRINT M-w : PRINT USING ,rYou are SCORE :###w ；M 
210 IF INP(9)=191 THEN M=1:CLS 3:CONSOLE 23»25:GOTO 50 ELSE 210 
220 DATA 01，01，01，28,17,10，10，24,10，132，01，01，05,17，05,11，28,17，02，02,26,16 
230 DATA 02，131,137,28,12,10101,20,17，02，08,26，(38，04•，01,05,10，12,08，01, 28，08 
240 DATA 1 0，1 0，28，17，25，08，27，1 0，02,06,26，1 0，06，(31，01，28，03，01，07,28，1 0，01 
250 DATA 14,28,17,01,03,13,14,18，03,22,14,25,03,28,14，02,08,213,08,05,01，06 
260 DATA 28,12,05，01，08,17,10，01，13,17,15，01，18,17,20，01，23,17，02,10,28,10 

r 

10 〈初期化〉 
画面の初期化と配列変数の 
添字設定。 

20〜40 〈ステージデータ読み込み〉 
配列変数を初期化（1を入 
れ、すべて壁とする)。その 
あとステージデータを読み 
込み床となる四角のデータ 
を配列変数に代入。球、ゴ 
ールの座標も読み込み配列 
変数に代入している。 

50〜60 〈ステージ表示〉 
球、ゴールのデータをステ 
—ジデータに組み込み。そ 

して、配列変数に入つてい 

るステージデータから、ス 
テージを作る。 
〈変数代入〉 
球、ゴール座標の代入、ス 
コア（回数）の初期化。 
〈移動方向入力〉 
キー入力された値から、X 
軸、丫軸それぞれの増分を 
求めている。80行頭の 
FOR〜NEXTは、キーパ 
ッファクリアの技。 

100〜110〈パワーメーター処理〉 
110行INPで、直接キーボー 
ドからの入力を待つ0スぺ 

—スキーが押されなければ、 

へ 
パワーメーターを表示。80 
行ではしの値によつてフラ 
ブを反転させ、パワーメー 
ターの伸び縮みを決めてい 
る。 

120〜150〈球の移動、判定〉 
120行で壁に当たつだかを 
判定。130、140行で座標増 
分を反転させ反射させる。 
150行で球を表示0 

160〜210〈ゴール判定、クリア処理〉 
球がゴールの座標に到達し 
だステージを消す。もし 
全ステージクリアならばス 
コアを表示。スペースキー 
が押された0>|Jブレイ。 

220〜260〈ステージデータ〉 

プロクラムの脱明 

70 

80〜90 

1 ■変数Uスト 

i A** .…キー入力用 -ジデータ嫌み込み用 

圍S、 D……球の座標増分 X (n)、Y(n)……ステージご 

腸 F" …璧衝突フラグ との球の座標 

_ I" •••ループ用 DX(n)' DY(n)……ステー 

_ K“ •••/てワーメーターカラー他 ジごとのゴールの座標 

1 L- ••7 Xワーメーター座標用 SC (n)……ステージごとのス 

画 M" •••ステージ、スコア表示用 コア（回数） 

画X、 Y……球の®1 Q (1、m、n)……ステージデ 

匪 DX、DY……コールの座標 —夕 

■ XI 
liiiiiiiiliiiiiiiiii 

、Y1、X2、Y2……ステ 
111111111HllllinilHIIIIIIIIIIIIIIIIIIHIIIIIIHHIHHIlHIIHIIIIIIIIII 

1 $……ダミーキー入力用 
11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111ii^ 

〇この5面がなかなか難しい〇ゴ 
ールをはずすと球はあらぬ方向へ。 
36打もたたいちまったい/ 
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移植&ステージ 
追加/ 

N88BASICの基本的命令しか使っ 

ていなL、ので、PC-9801シリーズ、N88 

BASIC (86)への移t直はと一っても簡 

単。110行と210行にある〜I NP( 9) 

〜というところを、〜I NP (&HE 

9)〜とするだけです。カンタン/ 

他機種への移植もそんなに大変では 

ありませんね。初期設定とキー入力、 

それにグラフィックまわりをちよこち 

よっこっと直せば動いてしまいます。 

BASICのグラフイックカす遅い麵の 

場合は、パワーメーターの表示(110行） 

をテキストにしたほうがいいのではな 

いかと思います。 

MSXなどスプライト機能のある機 

種ならば、球をスプライトで表示して 

(もちろん球の形にして）消*らかな動 

きにすることもできますね。そういえ 

移t直しようかな〜なんて言ってました。 

さすがに6ステージではもの足りな 

い！という人は、オリジナルのステー 

ジを追加してみましょう。 

ステージデータの構造はつぎのよう 

になっています。 

〜読み出す四角妹）の数、四角の始 

点のX座標、同Y座標、四角の,終点の 

X座標、同Y座標、……、球のX座標、 

同Y座標、ゴールのX座標、同Y座標 

ら28まで、Y座標の値は01〜17までで 

す。また、……というところには、四 

角の個数だけ始点のXY座標、終点の 

XY座標が入ります。 

ほかに初期設定（配列変数の添字） 

などもちょっと変えなければいけませ 

ん。試しにステージ追加プログラムを 

作ってみました。これで7ステージ目 

が追加されます。前ページのプログラ 

ムリストを打ち込んだあと、このプロ 

ば作者であるFoZonクンカ' MSXに 〜という具合です。X座標の値は01か グラムを追加してみてください。 

■PC-8801シリーズ用『ゴロゴロ』ステージ追加プロクラムリスト 
1 0 WIDTH 80，25 :C0NS0LE 23，25，0，1:[)E F I NT A-Z:DIM Q ( 7，29，18 )，X (_7 )，丫（ 7 ) » DX ( 7 ) 

20 DIM D 丫（7)，SC(7) :F0R M=1 TO 7: FOR X = 0 TO 29: FOR Y = 0 TCI18 : Q f M，X，丫）ゴ1:NEXT 

180 SC(N)=SC(M)+1:N=N+1:IF M=8 THEN N=0:FOR 1=0 TO '7:N=N+SC(I):NEXT ELSE 50 

190 CLS 3:CONSOLE 0，25，0，1:FOR 1=1 TQ 7:PRINT USING ”STAGE:# SCORE:###"；I，SC(I) 

270 DATA 04，01，01，09,14,10，08,11，1 0，12，06，22，17，23，01，28，07，0:3，06，25，02 

ブラム募集中 
「爻/Lじさいぶろたぐ」で眨、跤后后ひ 

作っ芑オリジナんブ〇〇•ラ厶を募集していき冇。ゲー6J5けで好（、冗談ブ〇づ〇ム 

竹実用プ〇づ气ムaごでも、味ひaるastしろいもひ好6抒〇Kで冇。ブ〇/7ラムひ 

長さ后ど1C制限眨存リ3せんな、短いもひひほづな採用される確率朽高いでしdFう。 

★投稿の際の注意事項 
その1:必ずあなたの作ったオリジナル 

であること。盗作、二重投稿は厳禁！ 

その2 :短いもの以外は、ディスクで投 

稿すること。 

その3 :遊びかたや使いかた、プログラ 

ムの説明と変数リスト、使用巳ASIC、 

モード、オプションなどを明記した手紙 

を付けてください。パズルやAVG、RP 

Gには解答も付けてください。 
その4マシン語は極力巳ASIC内に。ま 

た、できれば内蔵チェックサムを付けて 

ください。 

その5投稿したプログラムは返却できま 

せん。必ずパックアップを手元に置いて 

ください。 

その已：あて先には、機種名、住所•氏 

名•年齢•職業(学生は学年）•電話番号 

を忘れずに書いてください。 

★採用者への謝礼 
本紙規定の謝礼を差し上げます。 

I航先顏:ik :扉そ 
〒105東京都港区新橋4 _10- 7 

TIMテクノポ1Jス編集部 

えんじよいぶろぐらみんぐ係$で 



今なら記憶術の 
くわしい資料を 無料プレゼント中 今すぐボストへ/ 

おf 
A薦B \ 

一 ^ 

X %, _ 
lm 

W 

これが記憶術だ/malmha 

•150項目程度の営業必要デ—夕も出社前の40分で完全 
•どんな混み入つたスケジユ—ルや約束でもI度見た-L'.' 

正確に覚えられる/ 
例えば試験で 

•理数系の公式なんかは、超ラクラク/. 
• I夜づけの勉強を何日分もの勉強量と同じにしてし 



超スピ—ドで大量の情報を 
覚えられ、決して忘れない/ 

記憶力とは、一般に言われているょうな頭脳の善 

し悪しとはまつたく®^ありません。ただ、覚える時 
の暗記法C記篇)にょつてその差が大きくでてしま 

います。_は技術です。一日わずか10〜30分程度の 

練習で早い人なら10日、遅い人でも30日もあれば完 

全にマスターできるこの記憶術を使えば誰でも超ス 

ピードで大量の知識を覚えられるのです。しかも、 

一度覚えた知識は長い間に渡つて決して忘れる事は 

ありません。 

現在、試験と呼ばれているもののほとんどが試験 

前に覚えた暗記量で結果が左右されてしまいます。 

つまり「試験は靈力のテスト」と言えるでしょう。 

ですからこの1術を使う事にょり、どんな試験も 

ほぼ®夫に征服するのが可能になるのです。 

さらに、ビジネスマンにとつては仕mで覚えな 

くてはいけないことが霞りなくあり出世に直結し 

ているはず。まさに今、世の中は記憶術の独壇場な 

のです。 

この信じられないよIつな 
IB1術があなたのものに/ 

で記憶するということは、単なる努力のみに 

ょつてなされてきました。もちろんそれにょつてか 

なりの知識を持たれた人もいましたが、それは膨大 

な時間を記憶に費やした限られた人達だけのもので 

した。しかし、この渡辺式i術の開発にょり誰でも 

簡単にMの達人になれるょうになつたのです。し 

かも！術は、•性別など®^なく覚えられるた 

めに、その応用範囲はとらえら^^いほいと言わ 

れています。これはまさにと言えるでしょう。 

ぜひ、あなたもこの1術を使つて、ビッグ•サクセ 

スを手に入れてください。 

二 
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〒166東京都杉並区高円寺南1の33の3 
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▼ ▼ ▼ ▼ 

やつほ〜ワ 
寒い日饮続Cけど、&L 

©元気？さて、今月© 
「茂冇すかゲー6〇ひ特 
集SdF。かん®ひ熱い思 
い入れで、てく6ぶII19 
常夏気分//さ©、寒さ 
后んて吹き飛抒してしッ 
ッ•ゴー！!(ひろ30 

私の独断と偏見で選んだおすすめゲームは、やっぱし 
『水龍士』シリーズとなってしまいました。あと、『は 
あ〜りいふおっくす•雪の魔王』というゲームも、古 
いけれど1度はやってみる価値がありますよ./ 

綺想みどりクンーLv.5 (靜岡県.NoA0A2) 

0今月のトビラは綺想みどりクン。清々しい水の棼關 
気がとっても良 
く表現されてる 
ね。（ひろみ） 

Tがんばろう 
「ペンネームをあまり変えない 

で」つて言うひろみさんのコメン 
卜がくらぶに載るたびに反省して 
います。コロコロペンネームを変 

えてしまいましたから……。珍し 
く本気で反省しています。 
ところで12月号のSTUDENさ 

ん、私は思わず感動してしまいま 

した。私のような愚者をライバル 
視してもらえるとは。イラストの 
上手な人みたいに、どんって目立 

ったりすることはないでしょうが、 
文章だけでも着実にやって行きま 
しょう。負けおしみに聞こえるで 
しょうけど私は文章が載ってる人 
が好きです。なんとなくその人と 

親しくなれたよう 
がするからです。 
いはるかなるレベゾ 
目指して地道に頑張り 
ましよう！ 
かすみ風クン-Lv. 5 

(島根県.NaAOD A)。 

9第六死徒水無月、 
WINDを経て今のかすみ風にな 
つたんだね。文章ネタ代表として 
これからもがんばって！！（ひろみ） 

K •テスト前なので勉強していたら、背後で「ぎゆぎゆぐちよろろ〜つJとい^、ちよつと気色悪い音がしたんです。ギ 
ヨツとして振り向けば、弟が卓球のラケツトにラバークリナーをかけていましだ。RIO.Sさん他、卓球部の方、これつ 
てイイ音だとは思いませんよねつ。（神奈川県•伊夢座川侍五十代サン）〇へえ、そんなスゴイ音なの9 (ひろみ） 119 



W気になつちや^ 
こんにちは、ひろみさん。 

CREAMです。さて12月号で気に 

なったことを書いています0まず 
何が気になったのかと言うとズバ 
リ「ぱ一る姉妹」さんです。12月 

号だとはみだしに、11月号だとハ 
ガキがくらぶに載ったようですが、 
何が気になったのかと 
いうと、その「危険さj 、 

(?)です。彼女の今後を期待し 
ますね。M.NAMさん、橋本さん、 

RIO.Sさんとは違ったタイプの常 

連になると思います（すっかり予 
想屋のCREAMです)。それにして 

も女の人ひとりで即売会に行くの 
は珍しいですね.というか見た 

-とないなあ〜。売って 

る人なら何入か見かけ 

たけどね。ま、僕も1人でいつも 

即売会に行っているわけで（俺の 
友達は北海道に行っちゃったんだ 
一）気持ちは少しくらいならわか 
ります。とにかく常連さんになれ 
るように析ってますよ。 
さてと。あと気になったのは、 

何と言っても同人ソフトを作って 
る「SYSTEM BOY」のまると！さ 

んが会員になったことでしょうか。 
CREAMは実はまると！さんのフ 

アンなんですよね。これからも頑 

張って欲し一ですね。 
最後に気になったのは「文章ネ 

夕Lv.10の1番のりは私だ！」と言 
っておられるSTUDENさんです 

ね。僕はオールマイティにやって 
い〈けど、自分では文章関係の最 

大のライバルだと思っているのは 
STUDENさんなんで、あ一いうふ 

うに書かれると僕もやっぱり燃え 

ますよね。ということで、これか 
らも文章ビシバシ、イラストビシ 

バシで頑張っていきたいと思うの 
で、これからもCREAMをヨロシ 

クね、ひろみさん。 
CREAMクン——Lv. 3 (東京都. 

No.A0F1)o 

9 くらぶの会Uは撕1:的な人が多 
いよね。それに、掲极されるたひ 
にみんなだんだん本,‘Y (?>みた 

いのが出てくるよ一になってきて 
るし、それもifiii'lいなあ。これか 
らも楽しいおたより、ジャンジャ 
ンちょ一だ'<、ねつ！！ 

■BI 
私、カルーセル春の編集す 
るサークル「巳しでは、随時 
会員を募集しております。 
「巳Ijは分野を問わず、会員 
の皆様から送られてきだお <更 
りを中心に、会報を®月2回 
発行している、テクらぶIIの 
会報版のよ〇なものです。現 
在会員はわずか15名。アツト 
ホームな感じのサークルであ 
ります。まずは62円切手同封 
で御一報を。特に女の子でイ 
ラストを描ける方！お願い 
します。 

亍164東京都中野区南台3-26- 
21-403高田春之 
■MTF趣味の会 

はじめまして、MTF趣味 
の会と申します。ゲーム（ノ \° 

ソコン、アーケード、フアミ 
コン、etc.)を中心に活動中 
です！なんと月刊でオフセ 
ツトの会誌を発行、その^え、 
2か月に1回以上集会を開き、 
会員同士で楽しんでいます。 
詳しいことは62円切手同封の 
うえ、下記まで。 
〒184小金井郵便局私書箱29 

号MTF趣味の会 
■ゲームサークル『ねこまん 
ま』 

••ねこまんまjでは、やる 
気のある会員さんを『二次募 
集jします。活動は月に1度 

の会誌発行、定期のサークル 
誌発行、コミケ用オフ本の製 
作などです。アーケード、パ 
ソコン、テレホビーのゲーム! 

好きな方、にぎやかなこのサ1 

—クルで遊んでみませんか9 | 

まずは62円切手同封で。なお、j 

人数に限10がありますので、I 

お早めに。 
〒816福岡県春日市上白水633 ^ 
-7増田方「ねこj宛 
■ rLUCK丫 T.M.C.j j 

「LUCK丫 T.M.C」では j 

PC-88SRシリーズの会員！ 
を大募集しております。活動i 

内容は、月1回の会誌の発行、| 
年に2回のDisk会誌のほか、| 
ゲームの情報交換、音楽、マ| 

シン語、本の紹介、映画、アj 

ニメ類などなどの簦富な内容j 

でいつぱいです。それに、将i 

来コミケへの目標や会員達と| 

の旅行なども予定しています。1 

女性の方も大大大募集していj 

ます。詳しいことは、62円切| 

手1枚を同封して下記の住所| 
まで送つてほしいつちや！; 

〒229神奈川県相模原市西橋 
本3-8-26高橋匚宏方UJCK- 

YT.M.C. 
の a の 

0掲載を希望する方は、活動: 

内容がわかるよろな資料（会； 
誌、入会案内など）と掲載用| 

の文を添えて、必ず封書でネj 



〇たあクンー⑩（倚玉県.NolAIS 
A)。「くらぶにもマドンナ旋風かI?」 
なんておたよりもあったのよ0 , 

キユート， 嘴1,: 

I 

C 
りI 

T負けちや 
いらn/u! 

とある土曜のI〗時、おいらは夜 
がふけるのにも気づかず、ただひ 
たすらゲームに燃えていた。そん 
なとき、奇妙な電話がかかってき 
たのだ0無言の電話、イタズラだ 
ろうと思い、すぐ切ってやった。 
しかし数分後、またもや無言の電 
話が.。頭にきたので広島のだ 

すと•じいど君の友人Sをまねて 
某アニメの主題歌を披露してゃっ 

た0相手のあきれた顔を想像する 
と実に気分がいい。よくわからな 
いが、とにかく 「勝った！！」と思 
った。 
ところが、すぐに切ってしまう 

だろうと思っていたオイラの予想 

は大きくはずれてしまった。なん 
と相手も歌を歌い始めたのだ。歌 
い終わると沈黙が続く 0まるでこ 
ちらが歌うのを待っているかのよ 

うに……0このまま切ったら男• 

三平丸の名がすたると思い、1曲、 
また1曲と歌いまくった。そして 
10曲ほど歌い終えたとき、相手は 
「山に緑を大地に花を、怪傑砂頭 

巾、ふっ、また会おうJとだけ言 
い残し、電話を切ったのだった。 
それからというもの、土曜の夜 

は必ずヤツからの電話がかかるよ 

うになつたのである。なお、砂頭 
巾の正体は未だ不明である。 
三平丸クンーLv. 7 (岡山県. 

No. A 098) 

0あんたが人竹、おめでとう！! 

イタズラ電站ネタが絞くね（偶然 
だけど）。あんまリ血くしすぎち 

ゃうとかえってイタズラ屯诂が増 
えたりして、ってひろみが心配し 
た通リ、三ヤ4クンはドツボにハ 
マっているようですが.。今後 
の展開には興味あるから、また報 
Aしてね0 (ひろみ） 

和似米> 
ゆはし丁:杯* 

し㈣您 
い*iHTi い* ' 
1•二* サ S 
男ポ^fe 
普- ハ 

'90年2月8日〜3月7日のキ///の運勢 



いやいやいやいや、最近気がつ 

いたんだけど、課題の内容によっ 
てハガキの数に傾向が見られる。 
テーマが広すぎるとハガキは少な 
い。シチュエーションをしぼり込 
むと質、量ともにUPする。よって 

次回は少しワクをせばめたテーマ 
にしてみたい。わかるね？ 

それではお題をズバリ、「彼氏と 
彼女inバーゲン」！どやっ！？ 

決して八ーゲンに精通してるオシ 
ャレなギャルを引き込もうとして 
いるわけではないが、シチュエー 
シヨンがそれっぽいので女のコに 
はがんばってほしいぞ。ああ、ま 
ぶたの裏に消えては浮かび、浮か 

んでは消えるバーゲンの情景。行 
ったことのない男性諸氏は1度体 
感してみるべきだ。人生観変わる 

ぞ。とにかく男も女も1人100枚を 
ノルマに「塀の中」にハガキを送 

ってごらんたまえ。 
おっと、そうそう、先月号のよ 

うに1ページ丸ごとテクニック講 

座というのも好評なら以降も時々 

やりたいと思う。質問や文句、ラ 
ブレターなど、ビリーバンバン受 

付中なので、よろしくね。 
それでは来月まで、ごきげんよ 

う（NHKみたい）。 （地球丸） 

6月号のお題 參 

m 彼氏と彼女 m 
• 
_ in八ーゲン • 

• 
• 
••i 

(3月20日必着） • 
1•拳 

出さぬならテーマをせばめてハガキ待つ 

Tft) •私がいっちやん押すゲームは『太平洋の嵐DX』！ なぜって初めて買ラ気になったSLGだから。これに比べたら『大 
Y ^戦略』も『小戦術』にしか見えないもの。渋すぎて鼻血ブー。最近は『世界征服』『戦略空軍』など、思わす「渋い……j 

122 ^ なゲームが出てるので非常にろれしいり（東京都•和泉遙クン）〇設定がすご<細かいんだってね。（ひろみ） 



盤りゲーム割辛るゲーム 
そこのゲーム好きな君！ ぜひ 

とも『ソフトでハードな物語』を 
プレイしてみてください0なにし 
ろこのソフト、目的がヒットする 

ゲームを生み出すこと、つてんだ 
から興味が湧いてくるよね。企画 

から始まり、役割の分担、出版社 
その他との駆け引き、デバッグ、 
etc.といろんな問題を解決し、そ 

のうえヒット作を出さなくてはな 
らない、というのは想像以上に大 

変なもの。その過程の1部をこの 
ソフトでは楽しめる（苦しめる？） 
んですよね。 

と言っても内容自体は決して難 
しくはなく、誰にでも楽しめるつ 
てのがポイント。それに現実世界 

だけに感情移入がしやすいんです 
よね。うん、このソフトの1番の 
特徴はここにあるんじゃないか 

な？ 登場人物1人1人がとても 
身近な存在に感じられるし、最終 

バグが出て完成が危ぶまれたとき 
なんか、本当に緊張しちゃったし 

……。僕もここまでゲームの世界 
に入り込めたことってなかったも 
の。さすがはノベルウェアってこ 

とでしようか。 
とにかくこのソフト、こういっ 

た業界に興味がある人はもちろん、 
自分の好きなゲームがどうやって 
作られているのか知りたい人、ま 
た、あまり時間がかからずゲーム 
がやりたいって人達には起おすす 
めです！ 

知もKソコンゲ-ム界Iこ引さず!） 

こし付罪な作品tす.キャラワヲー 

も又卜-り-も在マIレ. 

■最iiA 2ういう〆》レへ:>9ッ今 

ゲームが少ないホ飞“ ヒ 

つく，飞ほしいな*w 
今までめAv白め中 
ではご轧仞lti■ど！！ 

(飞％スナイ*-やジ-ヂスや 
tSイレーンも将飞Wちい.•） 

P.S. .S、サン，ラトは本 
バ.^RUM/ 

ちなみにこのゲームをプレイし 

てから僕は、多少ソフトの発売が 
延びても、あまリイライラしなく 
なったんだけど、そこにメーカー 
側の隠された狙いがあったりして 

……（笑)0 

床又クン——Lv. 4 (高知県.No.A 

106) 

0ゥワサには間いてるけど、なん 
だか本、1'丨におもしろそ一ね。涔段 
やってるゲームがどうやって作ら 

れるか、その過稈を知っておくの 
もいいコトた’と恐うな。（ひろみ） 

7^) •こんにちは、ひろみさん。私の名は1■本能寺の変!^」といいます。名前の由来は、自分はとてち変だからです。IIは 
\ ?1か月ほど前にハガキを出すつもりが、ハガキを持つていないため出せなかつたのです。私は絵が下手なので、アイデ 
^ アで勝負します。ライバルを募集しているんで、よろし <。（東京都•本能寺の変態クン）〇目指せ、常連！！（ひろみ） 123 



〇トモマサクン——⑩（長野県• 

NaA145)0編集部員一同も手を上 
けて絶賛してました 

馬見塚クン-⑬（倚玉県* N0.A 
143)。ドラスレシリーズの3作目。難 
易度が高い、つていラ話だけど……? 

LIANEクンーLv. 4 (東京都. 

No.A002)o 

012月号で「ひろみもやってみよ 
うかな」、なんて言いながら、実は 
ひろみ、まだSLGをやってない 
の。でも、友達とこ一やってワイ 
ワイやるなら抵抗も少ないし、お 
もしろそうね。 （ひろみ）> 

つてもカイカン（友情にヒビかフ^ 

ることもあるので注意)。 
しかし、ただ1つだけ欠点があ 

ります0それは1プレー終わらす 
のに莫大な時間を費やしてしまう、 
ということです01人でプレーし 
ていても、そうとう時間がかかる 
のに、まして2人、3人でプレー 

だから，i 
『回豸汐§?茨』 

_ 

% 

  

m 

■ a 

_ 

の 

嗎1おススメします 
僕のおすすめゲーム、それは『ス 

—パー大戦略』です0数あるシミ 
ユレーシヨンゲームの中でもこの 
ゲームはピカ1〇兵器もたくさん 
あるし、生産国まで選べることが 
でき、マップまで作れちゃうので 
す。友逢との2 PLAY、3 PLAYな 

どはとくに楽しめます。ユニット 
同士の戦いで敵をやっつけたとき 

をすると、いったい何日かかるか 
分かりません。 
現在、友逢と3人でプレーして 

るけど、2か月かかってもまだ戦 
關統行中です。でもその辺はゲー 
ムのおもしろさを考えれば許せち 

ゃいます0『キャンペーン版大戦 
略II』も出るらしいので、とても 
楽しみです。とにかく皆さんも1 

iプレイしてみてください。 

AVGgqtA-.亇ラフし 

Fn备根ttjtレ;j户酗.でめド〖ド-ド 

スト-り-の/g尚 - 

さ趣^ 上^鼓與の槪丘 
辦■令上二《Ki/必 
採侈、ねゴ)vju福兄利雜し" 

UW° 2S 

泥_ 

〇蟬時雨クンーしV. 

6 (兵庫県• NaA076)o 
人気ゲームだよね。と 
ころで蟬時雨クンのシ 

’ンボルマークは7 

辦■白い 

〇逆龍クンー⑬(兵庫県.NtiA ‘ 

、142)。美少女モノでは珍しい3D 
Vタイプの闩PG。丫人さんの描 
:く女のコがキュート0 ' 

•%)職’ 

m s汐り 

物勤 

〇いかむ 
(神奈川県 

の走n 



昔、SRがまだ出たばかりのこ 
ろ、 2人でできるゲームなどほと 
んどなく、 2人でパソコンで遊ぶ 
には1人ずつ交代でやるしかなか 
った。それでは待っているほうが 
退屈だというので、友人Sと思案 
した結果、『ちゃっくんぼっぶ』で 
1人がBOMB、1人が操作を担当 
して、ゲームをする、という方法 

をあみ出した。 
その日から2人の猛練習が始ま 

った0 2人とも普通にやればA.S. 

C.は楽勝だった。だが役割を分担 

するとなると、そうはいかない。 
口に出してタイミングを合わせて 
も、とっさに反応できない。必然 
的にカンとパターンに頼らざるを 

得なくなる。 
そうして約1か月、私と友人S 

はとうとうA.S.C•を達成した。そ 
のときの感動と言ったら……。私 
はそのとき初めて、軎びを分かつ 
ことの嫌しさを知ったのかもしれ 
ない。 
あれから5年。学校は別れたけ 

れど、友人Sは今でも私の1番の 

親友です。 
ぞぞろぎ☆カンクン——Lv.1〇 (埼 

玉県•NO.A006) 

9文章ネタ1番乗り宣言が飛び交 
うなか、やったね、レベル10!!本 
当におめでとう！！新創刊からの 

長い道のりだったけど、これから 
もがんばってネウ （ひろみ） 

また、広島県のだすと•じいi 

どクンは88年9月号、？??クンで) 

初掲載、89年7月号はみだしでj 

改名しているので、2月号現在、^ 

正しいレベルはLv.3です。よっc 
て、会具NftはA014に統一して、〉 
NoAOEAは欠番にします。 < 

次に、ますぢん！クンは会員j 

NoAllFで統一、今月号でLv.3に^ 

なりました。だぶったA127は欠く 
番にします。 ? 

最後に2月号に掲載になったS 

E-PRIクンとまいていクンのレ^ 

ベルがともにLv.llになってい) 

ましたが、2人とも2月号現在、< 

Lv.12が正解です。 ? 

以上が訂正事項です。これか> 

らも気がついたらどんどん言っ< 

てくださいネ。ひろみも、ミス? 

を減らす努力しますので、ど一S 

か、お許しを0 (ひろみ）( 

••Ma 

〒105東京都港区新橋4-10-7 
.丁||^テクノポ|」ス_集部 
テクらぶ①係（まだはテクらぶ掲示板係） 

B号のラ-マは• 

今月のLEVEL 
会UNq お名前 住所 
A139 凄冴比りゆろらサン 静岡県 
A13A たあクン 埼玉県 
A13B 浪圈1美サン 東京都 
A13C 超爆Z-ZONEクン 兵庫県 
A13D けいクン 岡山県 
A13E 露霧舞サン 東京都 
A13F 真奇郎クン 愛知県 
A140 漘原正英クン 栃木県 
A141 LaDSサン 干葉県 
A142 逆龍クン 兵靡県 
A143 ^馬見塚クン 埼玉県 
A144 かみひとしクン 新潟県 
A145 トモフサクン 長野県 
A146 猫天クン 兵庫業 
A147 貧弱バーバリアンクン 新潟県 
A148 ゆラやクン 兵庫県 
A149 Luck18クン 福島県 

ウみんなの暖かいおたよりに支え 

られ、ご覧のとおり、会員の数が 
こんなにたくさんになってき 

-ました。感謝、感謝〇 
さて、ここでひろみから、 

-みんなにお願いがあります。 
"会員No•のダブり防止やレベル 

"集計をよりスムーズにするた 
め、すでに会員の方は、おた 

_よりに必ず会員No•を記入して 

_ ください。また同じような理 
_由から、ペンネームは変更し/ 

-ないでくださいネ。 V, 

- 今までも間違いばっかりし( 

-て、みんなに迷惑ばかりかけ 
- てるひろみですが、1つでも 
-ミスを減らすよう努力します 
-ネ。というヮヶで、ご協力よ 

■ろしくお願いしま一す0 

" (ひろみ） 

0くらぶでは、楽しいおたよりを 
大募集しています！！パソコンの 

話はモチロンのこと、日常で起こ 
つたエピソード、くらぶに対する 

意見や提案（てくらぶへんしゅ一 

会議)、カップルコーナーなど、 
etc.……。自分が1番書きやすI 

コーナーを選んで、ジャンジャ: 

投稿してね。 

(ひろ/ 

翊 (前ページの鐮き）そして去る12月6日。俺「彼氏いるのN子ちやん（仮名）「うラん、いないよj俺「立候補して 
もいいかな<?」N子ちやん「……いいよJc「やっだ一丨」と内心で叫び、その後デートの約束をしました。やっぱり趣 
味の合ラ同士つていいですね。（東京都•ポン太クン）〇いろんな出会いがあるのね。お幸せにワ（ひろみ） 

あて先は 

0先月号では、テーマのイラス 
卜と文章があっていない、とい 

う大ボケをしてごめんなさい。 
さて、6月号のテーマは、好 

評だったコママンガ特集をリブ 

レイ！！爆笑ネタを期待してる 
よ。よろしくネ〇 (ひろみ〉 

〇ふれいクン— 

LV.3 (神奈川県• 

NdlAOIA)。動く、動 
<で話題になつたね< 

グラフィックち表れ 
いだし 

『回口〇5忍 

@麵』ベ 



は一い、お得な 
情報いっぱいの 
市ですよ0と 
ころで最近、□ 
ゴが少なめです。 
初擢載をネラつ 
てる人はチヤレンジしてはいかが7ユニ 
ークなロコ、待ってるよ0 【ひろみ) 

#0CZ-652C [X68000EXPERT) +CZ 

-60ID〔デ〕+CZ-8PC-3〔プ〕（89年 
4月購入、完動、傷無、P.M•付属品有） 
+ソフト数本②25万円③Wはが 
き④〒989-31宮城県仙台市青葉区 
下愛子字森下県営広瀬9-301号 

渡辺代裕 
#®FS-AIWX〔MSX2 +〕（平成元年7 

月購入、完動、傷無、P.M•付属品有） 
+ソフト7本②3万円〜3万8000 

円位③Wはがきor62円切手をはっ 

た封筒同封④〒010秋田県秋田市 
中通5-7-22-604号 

斉藤雅文 
•①XE-IPR0〔ジョイスティック〕 

(63年8月購入、完動、傷無、P.M.有） 
+ X68000用ソフト丨本②2500円 
以上③Wはがきor62円切手をはっ 

た封筒同封④〒842佐賀県神崎郡 
三田川町大字吉田1425-4 

橋口宏 
參①a——MSX用R版『ガリウスの 

迷宮」「シャロム』『魔王ゴルべリア 
ス』「ロマンシア』『ドラゴンスレイ 

ヤーIV」rウィングマン2』『軽井沢 
誘拐案内』MSX2用R版『めぞん一刻』 

「うる星やつら』「エルスリードj 

b——MSX用R版「ザナドゥ」c — 

一MSX2用R版「エルギーザの封印』 
「THEプロ野球激突ペナントレー 
ス」rYAKSAj d- -MSX2用R版 

a (ソフトなど）②6万円位③W 

はがきor62円切手をはった封筒同封 
④〒537大阪府東成区中本3-7-7 

木村勝男 
•①MSX用R版『グラディウス2』 

『沙羅曼蛇j『ゴーファーの野望』 
MSX2用R版「ウシヤス』rエルギーザ 
の封印j ②各1500円〜2500円（才 
マヶ付）③62円切手をはった封筒 
同封④〒570大阪府守口市橋波西 
之町2-43 藺森与行 
•0 a ——FS-AIWX (MSX2 + )(平成 
元年6月購入、完動、傷無、P.M.付属 

品有）+ソフト+ジョイカード（連 
射）+ a b ——PC-8801 FA (63年4 

月購入、完動、傷無、P.M.付属品有） 
+ソフトc——CU-I4BD〔デ〕 

(黒）（63年4月購入、完動、傷無、 

『奇々怪界』②a——各1800円 
b——2400円 c-各1900円 d 

-1300円③Wはがき④〒674 

兵庫県明石市魚住町金ヶ崎1586-48 

新山徳行 
•①PC-880IFA (平成元年2月購入、 

完動、傷無、P無、M.付属品有）+ 

@攀 

•① FM TOWNS 用 CD-ROM 版『ニュー 

ジーランドストーリ ーjrミステイj 

「メモリーズj (すべてP.M有希望） 

②各4000円以下③Wはがき④〒 

699-55島根県鹿足郡六日市町蔵木 
959-2 清水忠義 

P.M•付属品有）②a- -3万5000 

円〜4万円 b- -7万5000円- 

万円 c- -3万円以上（a + bで 

•0a- -FS-PCI〔プ〕b- 

只版「グラディウスj rスーパ—レイ 
ドック』rR-TYPEj MSX2用R版『ザナ 
ック』（他すベてP.M有希望）②各 

2500円以下（安い人優先）③Wはが 
き④〒89卜21鹿児島県垂水市かい 
がた1741 今并亮一 

©%% 

PC-980IUVNDとの交換可）③62円 

切手をはった封筒同封④〒806福 
岡県北九州市八幡西区引野2-2-6 

川田見二 
參①PC-880lmkIIFRモデル30 (63年 

I月購入、完動、傷無、P.M.付属品有） 
+ MB27333〔デ〕②6万5000円以上 

(高額優先）③62円切手をはった 
封筒同封④〒923石川県小松市串 
町又107-3 西弘政 

籲①MSX用R版『シャロムj (P.M有） 
②2500円〜3000円③Wはがき〇「62 

円切手をはった封筒同封④〒674 

兵庫県明石市魚住町清水353-19県住 
2-204 九尾英生 
•①PC-880IFE (平成元年7月購入、 
完動、傷無、P.M.付属品有）+ソフト 
数本+ a②7万円位③Wはがき 
or62円切手をはった封筒同封④〒 
321 -45栃木県芳賀郡二宮町高田1841 

-74 長谷川道 

用モデム（メーカー不問）（すべてP. 

M有希望）②a——2万5000円以 

下 b——I万円以下（安い人優先） 
③Wはがきor62円切手をはった封筒 
同封④〒158東京都世田谷区等々 
力卜27-10 川上憲二 
春①HB-FIXDJ〔MSX2 +〕（少々傷有 
可、M.付属品有希望）②3万5000 

円位（送料込、安い人優先）③W 

はがき④〒270-1丨千葉県我孫子市 
つくし野3-5-307 松田勝行 
參①PC-880IFH or FA+デイスプレ 
イ②7万5000円〜8万5000円位 
③ Wはがきor62円切手をはった封筒 
同封④〒049-01北海道上磯郡上磯 
町七重浜4-3-10 小松久志 
參①MSX2用1^版「レリクス」『ハイド 
ライド3」」MSX用R版『FMパナアミ 
ュ_ズメントカートリツジ』MSX用 

只版『ハイドライドII』1「グラディウ 
ス2』（すべてP.M有希望）②各 
2500円以下③Wはがきor62円切手 

をはった封筒同封（電話番号記入） 
④ 〒901 -22沖縄県宜野湾市字愛知 

303-3 儀間教一 
#®HC-95 or HC-90〔MSX2〕②3万 
円〜5万円③Wはがきor62円切手 
をはった封筒同封④〒510主重県 
四日市市羽津山町19-4 

山口宏樹 
•①ジョイパッド（P.M無可）MSX用 

春①X68000EXPERT (平成元年9月購 

入、完動、傷無、P.M.付属品有）+ソ 
フトI本+a②FM TOWNSモデル 
2以上+キーボード（P.M•付属品有 
希望）+ソフト③62円切手をはっ 
た封筒同封④〒32卜01栃木県宇都 
宮市川田町783 八木澤良二 
•①MSX用R版『ハイドライド3』 
『スーパーレイドック』（すべてP.M 

有）②MSX用R版『R-TYPE」『グラ 
ディウス2』（すべてP.M有希望） 
③Wはがきor62円切手をはった封筒 
同封④〒922-06福井県坂井郡金津 
町吉崎卜605 飴田和秀 
籲①a——MSX用R版『沙羅曼蛇』+ 

『ハイドライド3』b——MSX2用 
R版『アシユギーネ•伝説の聖戦士 j 

+ r虚空の牙城』②a——MSX2用 
R版『シンセサウルス』b——MSX 

用R版『MSXベーしっ君』③Wはが 

き④〒590-01大阪府堺市愼原塚台 
I -1 〇-5-110 下原伸彦 
參①FM77AV2 (63年3月購入、完動、 
傷無、P無、M.付属品有）+ BIOS解 
説書+ソフト数本+ SEGAマークIII 

+ソフト数本②MSX2用2DDディ 
スクドライブor メガドライブ+ソフ 
卜数本orMSX2 (FDD付）（FDD付MSX 

2の場合5000円位の+ a有、希望価格 

記入）③Wはがき④〒525滋賀県 

草津市南笠町1090-7 堀田裕志 

■交渉のときの注意 
テクノポ1Jス騙集部は掲載の場を 
提供するだけで、トラフルか生じ 
ても一切賢任をおいません。互い 
に以下のことをきちんと守つて< 
ださい。 
★交涉相手とはよ<連絡をとりあ 
うこと 
★金品の送付は必す霱留で（確実 
に本人の手に渡0ます） 

本文の記号は 
P =/1ッケージ/M=マZUJ?ル/ 
R=ROM/デ=ディスプレイ/^ 
=プリンタ/ド=ディスクドライ 
フレ=データレコーダー 

:売りたい！買いたい 

■八ガキの書き方 
❶八ードの場合完動品に限りま 
す。機種名は略さないこと。購入 
年月日、儀の有無を記入。周辺機 
器は型番と種類（ディスブレイと 
かブリンタとか）を記入 
ソフトの壩合R版に限ります。 
/てッケージ、▽ニユアルの有無を 

記入。 
©定価の半額か目安。交換の場合 
は、常識的に同等<らいのものを 
@2つの方法で（またはどちらか 
で） 
❹電話番号は必ず記入して<ださ 
し、。晒男シールとハンコちお忘れ 

な <〇 

CD自分の/\-h'.vフト羌 
③欲しい/UJf - v1Y% 
© W■でor圖切子色(3,「こ奎倘间封 
©X住所Cヤ^ tel ©区^ 

①ハ-以(〇ヴ7トタ〇)十その低場^^ 

(§) <^J5CD«<SD<KE>a|T) ~ "0ぐ^0内 
® Walter關切子S搞间对 

@X住所氏义TEL ® Ek) 

■あて先は ( 〒105東京都港区新橋4一 10 - 7 

TIMテクノボUス編集部テクポU市係 

交換したい 



セロ第4のユニット4 
イミテーションは愛せない 
首斬り館 
シュヴァルツシルトn 
びんきい•ぼんきい〔1〜3〕 
提督の決断 
ランス〜光をもとめて〜 

アークスn 
アルフ：tイム 
レナム 
RUNRUN狂走曲 
ガールズ•ラダイス 
倌畏の野望•戦国群雄伝 
晴れのち大さわぎ 
水滸伝 
SUPER大戦略98 

ハ•ラコンセクサトール 
トンネルス&トロールス 
トラコンナイト 
セーラー服戦士フェリス 
エメラルトトラコン 
禁断のパラタイス 
スタートレーダー 
維新のM 
クリスタル•トリーム 
ぬかたのおおきみ 
ランス〜光をもとめて〜 
トラコンスレイヤーVI 
(VA) ロー トス島教I己 
せまってみたい 
カールスゾ、•ラタイス 
やしうまべナントレーステ 
マイト&マ〆ノクフノク2 

PURE (ピュア） 
おとめウぱ一てい 

アルフェイム 
水龍士 Ml 

バーミリオン 
DPS 
殺しのトレス2 
テンプルマスター 
遜かなるオーカスタ 
38万キロの虚空 
きゃんきゃん★バニー 

せまってみたい 
斬シナリオコレクションVol l 
テトリス 
ヴァリス1 
エメラルドドラゴン 
石道 
トワイライトゾーンn 
クレセントムーンかある 
倉庫番 
ボッキー 
アルバトロスD 
キャンペーン版大戦醣11 

ガールズ•ノ、•ラダイス 
ロートス島戦記 
ビーチアップ 
ブライ（上春） 
クレセントムーン•がある 
グラムキャッツ 
気分はばすてるウたつち/ 
マイトアントマジックブックII 
(RMtftの野望•戦国鮮雄伝 
テトリス 
アークスII 
ナビチューン 
シュバルツシルト 
メタルギアH 
ボッキー 
デリンジャー 
(R)水*伝 . 

黑衣の貴公子 ◎ 6.800 ! 夢幻戦士ウァリスn 〇 7.000 雀ホーグすずめ 〇 6.200 
サーク 〇 7.300 , 首斬り館 △ 7.900 | と•き•め•きSESIL △ 6.700 
スペースマンホウ ◎ 5.400 | マスターオフモンスタース △ 6.800 i シンセサウルスVer 2.0 〇 6,300 
コスモス•クラフ 7.500 1 レナム △ 6.800 1 アレスタ2 △ 5.400 

クリムゾンD 6.300 1 激突べナントレース2 〇 5.000 1 A列車で行こう △ 6,600 
イースm 〇 6.300 ! パワフルまあしゃん2 △ 6.500 j やりたい放H2 △ 5.500 
天使たちの午後m △ 7.500 ! やしうまペナントレース △ 6.500 アンテッドライン △ 5.500 

DD俱楽部〇 〇 7.900 スーパー大戦略 △ 7.000 ティオス △ 7.800 
信*の野望•戦国群雄伝 ◎ 7.300 水滸伝 ◎ 6.800 j 上,毎II △ 8,300 
まじゃべんちゃ一•ねぎ麻雀 〇 5.000 せまってみたい △ 5.500 1 トワイライトゾーン1D △ 6.300 
テレフォンクラブストーリー•スペシャル 〇 6.300 | (2 + )ブロ野球ファミリ-スタジアム△6.30Q アルバトロス2 〇 7.400 
神の聖都 〇 8.000 I ドラゴンナイト 〇 5.300 1 ファイアーホークテグザー2 △ 6,000 
トリaジー △ 5.200 1 ラストハルマゲドン △ 6.300 1 赧河英雄伝脱 〇 7,200 
ブライべートスクール △ 5.500 1 纽河英雄伝脱パワーアップ&シナリオ集△ 3.900 1 赧河英雄伝脱+ Set ◎ 9,000 
パラゴンセクサドール △ 6.200 | 電秘学園 〇 7.400 SDスナッチヤー ◎ 7.800 
あ一くしゅ 〇 5,200 ローク•アライアンス △ 8.400 j 倉庫番 △ 5.400 
_新の胤 ◎ 7.300 三国志 ◎ 12.000 フパイナルファンタジー 〇 6.000 

石道 
GOLFきやひ•きやひ•るん。 
アークスII 

\ンチヤ1 
ソーサリアノ 
リップスティックアト 
鳳衣の貴公子 
夜の天使たち 
テリンシャー 
ティルナノーク 
ラストハルマケト/ 

ミステイフルー 
イミテーションは愛せない 
あふない天拘伝説 

(VA)ファミスダ89ベナントレース版 
自己中心派麻畜バスルコレクション 
イースm 
アリスたちの午後Vol1/Vol 2 
ラ•ル•フ 
サーク 
水麝伝 
パルパトウスの魔女 

〇 6.6001 
〇 6.0001 
◎ 6 900 1 
A 6 500 i 
△ 7.300 1 

I ◎各5.300 

◎ 6.8001 
〇 7.2001 
△ 7.5001 
◎ 6 800 I 
△ 6 800 I 
〇 7.500 • 
〇 5.500 
△ 4 600 
△ 5.500 
△ 3 800 | 

A 6.200 I 
〇各6.200 I 
◎10.800 1 
△ 7 300 1 
〇 7.300 
◎ 6.300 

トリロジー 
全国おんせん麻畜 
ベロンチョ身体検査 
夢幻の心臓III 
プリンセスはストリートカール？ 
RUNRUN« 走曲 
晴れのち大さわき 
やしうまべナントレース 
ファイアーホークテクサー2 
やりたい放M2 
電脳字圍H 
/ くワフルまあしぐん2 
楽園の招待状 
BURAI(フライ）上卷 
きゃんきゃん★ハニー 
フルーツカクテル 
びんきい•ぼんきいU 3J 

ホッキー 

メフイスト 
フルーツカクテル別売テータ 
D P S.(VA) 

△ 5.200 
A 5 800 
△ 5 200 
◎ 7 700 
〇 5.500 
〇 6 200 
△ 4 600 
△ 6 200 
〇 6 000 

A 5 500 
〇 6 300 

500 
600 

6 900 
△ 4 700 
A 3 200 
△备4 • 7〇〇 
△ 6.200 
△ 6.800 
△ 7.200 
△各3.000 
△ 4.600 

◎ 

リカルード 
FOXY 
水龍士 H 
サハッシュ 

〇 6.2601 
〇 5.300, 
△ 8.000 I 
△ 7.0001 

〇 6.800! 
〇 7.400 
〇 8 700 
〇 7 600 
◎ 6.800 
〇 8.0001 
〇 6.2001 

マスターオフモンスタース 
ファーサイドムーン 
ソーサリアン 
テイオス 
ビート•バイス 
天下統一 
パラコンセクサトール 
リップステイックアドベン子ャー1/2 △各5,300 
斬曝炎の時代 〇7.800 ! 
トラクーン•アーマーFORアタルト〇4.800 
ティル•ナ•ノークn 〇 7.700； 

MUSIUM4 SOUND ◎ 6.000 
ブルームーン•ストーリー △ 5,200 1 
银，可英雄伝説+ Set ◎ 9 000 | 
雀ホークすすめ 〇6,200 | 

プール•オブ•レイデイアンス ◎ 8.400 I 
フルトン•レイ_ Q 7,100 • 

三国志I /II 
夜の天使たち 
ラストハルマケトン 
マイト&マシノクフノク2 
トンネルス&トロールス 
ライム 
世界征服 
ベロンチョ身体核査 
やしうまペナントレース 
フライ（上卷） 
やりたい放明2 
エンジヱル•ハーツ 
PURE (ピュァ） 
ローク•アライアンス 
戦略空軍 
気分はぱすてる口たっち/ 
電脳学圍II 
MUSIUM4 SYSTEM 
ラ•ヴァルー 
セーラー服戦士フェリス 

◎各11,000 
〇 7.200 
△ 6 700 

〇 '" 
〇 8.000 
△6,000 

800 
200 
500 
200 

500 
500 
500 
400 
200 
200 
700 
400 
800 
200 

■ハード 
WAVY 70FD 
FS-AIWSX 
FS-PC1 
HB-FIXV 
セガメガドライブ 

■ソフト 
石道 
夜の天使たち 
イミテーシ3ンは愛せない_ 
ピンクソックス 
ディスクステーション 

フ 
の 
販 
売 

格 
は 
全 
て 
消 
費 
税 
込 
み 
で 
す 

■ハート 

X68000 EXPERT 602C 
X68000 EXPERT HD 612C 
X68000 PRO 652C 
X68000 PRO HD 662C 
0.31ティスプレイテレヒ612D 
0.39ティスプレイテレヒ602D 
0.31ティスプレイ 603D 

21型カラーティスプレイ21CD 
RGBシステムチューナ6/8TU 
0.31ディスプレイテレビ604D 
0.31ディスプレイテレビ611D 
MIDIホート 6BM1 

CZ-8PC4 ;興字プリンター 

21.600 

75.000 

XKnmiGA 
■ハード 

XI用FM音源8BS1 
0.31モニター CU14FD 

AMIGA2000 
AMIGA500 
AMIGA 用モニター1084D 

■ソフト 
(t)水滸伝 

販売価格 
19,000 
47.000 

224.000 
110.000 
77.000 

PC-880I 
!、•ソコンテスク（幅650 x奧600 x S1^23? 〇〇〇 

PC8801 I 
PC8801 I 

MCモデル1 
MCモデル2 

PC8801 FE2 
PC-KD 854N 
マウス（9801用、8801用） 
サウンドボードII 

■ソフト 
シュバルツシルト 
敎国辟雄伝 
銀,可英雄伝説+ Set 
コスモスクラフ 
倉庫番 

I氕分はばすてるりたつち/ 

SAYOKO 

ハラキリ 

120.000 
134.000 

30 

明壳価格 
〇 7.800 
〇 7.300 
◎ H)0() 
△ 3 800 
△ 5.400 

〇 6.200 
〇 6.000 

〇 7.000 

PC-980I 
■ハート 明禿価格 

PC-286 VF-STD 160,000 
PC-286 VS-STD 182.000 
PC-98DO 189.000 
PC-9801 VM11 
PC-9801RX21 

178.000 
216.000 

MS-DOS (NEC •エプソン） 14.500 
PC-9801 UV11 175,000 

PC-9801-26K/SNEサウントオ ■■ケストラ 
■ソフト 各19,500 

イースIII 〇 6.200 
大戰略1 
カオスエンジェルズ 

〇 8.100 
〇 6.500 

ダークレイス ◎ 7.800 
アリスたちの午後Vol.1 /Vol. 2 △各6,200 

MSXHK 

,広告に載っていないソフトは定価の15%引でW充しています，ビジネスソフトはさらに特価です。お問い合せ下さい 

明光愐格丨 販売価格 

|クレセントムーンがある CZ-8PC3满字プリンター 
CZ-6BE1A 
AN-S100スピーカーシステム 
CZ8NJ2アナログジョイスティック 
CZ-8NJ1ジョイカード 

■ソフト 
A-JAX 
V*BAしし 

サバッシユ 
イースIII 
アークス 
大海令 
スーハ•ーハングオン 

Cコン/、•イラー 
DPS 
ニュープリントショップ 
ナイトアームス 
リウイード 

41.0001クレセントムーンが3 
29,800，アフターパーナー 
29.500パトルチ：！:ス 
19.000 |ガールズハ•ラダイス 
1.450丨アリスたちの午後Vol.1/Vol.2 

Iフアーストクイーン 
明売価禧|ド9ゴンスピリット 
〇 6.800 澤平W魔伝 
△ 6.100 スペースハリア— 

△ 7.000 ! ロードス島戦記 
◎ 6.400 I iうラスクフフ 
〇 8.300 ' 
◎10.600 
〇 7.400 

234.6〇0〇〇 |天使たちの午後〇! 
© 15 800 |通かなるオーガスタ 

1SS1シュバルッシルト 

Iランス 
Iサラマンダー 

◎ 
〇 5.300 ! 餓河英雄伝脱 

〇 4,500 
△ 7.600 
〇 7,600 
〇 6.200 
〇名か200 
△ 6,800 
△ 7.000 
△ 6 500 
△ 5 800 
◎ 8.100 
〇 7,400 
〇 5.400 
△ 7 000 
〇 7 400 
〇 7,300 
〇 7.500 
@ 9.900 
◎ 9.800 
◎ 7.300 

信長の野望戰国鮮雄伝 
リップスティック•アドベンチヤー 
= BI^ 
デス•ブリンガー 
水*伝 
神戸恋愛物K 
R-TYPE 
やじうまベナントレース 
やりたい放112 
レナム 
気分はぱすてるウたつち/ 
モトス 

ラストハルマケトン 
メタルサイト 

38万キロの虚空 
アークスII 
Terazzo 
夢幻戦士ウアリス11 

パワフルまあしやん2 

販売価格 

◎ 7,300 

〇 5.200 
@12.200 
〇 7.800 
◎ 7.300 
〇 7,300 
〇 6.200 
〇 6.300 
〇 5 600 
〇 7,400 
〇 6.200 
〇 6.700 
△ 7.800 

◎ 6 900 
〇 7 800 
◎ 6 900 
◎16.100 
◎ 7.800 
〇 6 500 

ダンジaン•マスター 
新_炎の_代 
アルフ：tイム 
マイトアンドマジックブックII 
サイバーノート 
ダブルイーグル 
フラッピー2 
ウイングス 
HUMAN 68K Ver2 0 

テトリス 
アルビオン 
ラグーン 
ニュージーラント•ストーリー 
ファンタジーゾーン 
トワイライトゾーン_ 
スターシップランデブー 
ローク•アライアンス 
スターコマンド 

◎ 8.000 
@ 7.700 
◎ 8.000 
〇 7.800 
◎ 16.000 
〇 7.600 
〇 7.100 
今6.000 
〇 7.900 
〇 7.300 
〇 5.500 
〇 7,200 
◎ 6.800 
〇 7.200 
9 6.200 
9 6.300 

8 87；44〇〇〇° 

△ 7,400 

(t)トワイライトソーンID 
(t)ソーサリアン 
倉庫番 
(〇ガールズ•パラダイス 
ラストハルマケトン 
トンネルス&トロールス 
スーハー大拆略XI 

(0倌長の野望皦国群雄伝 
三国志 
自己中心,M2 
マイト&マシノクフ/ク2 

(〇ヒーロー•オフ•ランス 
テトリス 
パワフルまあしやん2 

6.300 
7.300 
5.400 

6.200 
6 800 
8.000 
7 000 
7 300 
II000 
5 900 
7.800 
6.600 
5.500 

6 600 

FM 
■ハード 

,FM TOWNS モテル2F 
I FM TOWNSモテル2 

I FM T DP5310 38モニター 
I FM T DP532 0 26モニター 
1タウンス2セット、本体+モニター 
キーホート+OS +タウンスペイン 

, セット価相 

I ■ソフト 
(TOWNS)ゼロ第4のユニット4 

WIM5 

rT 

(TOWNS)スーハ•一オテツセイ 8.200 

(TOWNS) R TYPE 8 200 

テトリス 5 500 

販売価格 If長の野望於国群雄化 7 900 

確せはと (TOWNS)キャンキャンコレクション 4.600 

認んのて (TOWNS) 38万キロの虚空 8.000 
を せも (TOWNS)スーパー大it略 7 200 
"〇ら雑 
てれ誌 

- こまに 

(TOWNS)ニューシ-ラントスト-リ- 8 000 

(TOWNS)ラストハルマケトン 7 400 

，ント (TOWNS)夕ーホアウトラン 8,000 

5格308.000 (TOWNS)アフターハーナー 8 400 

明开愐格 (TOWNS)ilかなSオーカスタ 10 400 

7,200 (TOWNS)ダンジョンマスター 7,300 

同人ソフト大募集.グ 
君達の熱いソフトをヒシハシ送ってね 
1蜃秀作は即商品化、もしくは開発援助し 
ます言羊しくは、TEして 

中古ソフト、とこよりも高く買い取ります 
Aランクは3.000円以上、Bランクは:？ 000 

3 000円、Cランクは2 000円まててす人気、 

在庫によりランクか5わることかあります表 
にないソフトもとんとん迗つて下さい 

① 代金は注文書を添えて郵便局で現金書留か小為替にてお送り 
下さい。申し込み書はコビーでも結構です。(未免売Bは予*3扱ぃ！•す。} 

② 金額の多い湯合は銀行から振り込んで下さい。同時に申し込 
み書を郵送して下さい。(近畿銀行日本橋支店普通344846アルフ） 
③ ソフトの送料は1つ400円、2つ700円、 
*3つ以上は0 OOP7'す 
④ ハードの送料は1台につき北海道1200円、東北•九州1000円、 
その他の地域は600円、離島は別料金です。 
まとめて送れる場合は差額をお返しします。 
⑮ハードやソフトを高価買取っています。ソフトの場合は直接 
送って下さい。また広告以外のソフトやハードも取り扱ってい 
ます。 ★□ーンOK(*すはTEL) 

胃〒556大阪市浪速区日本橋4丁目15-23 

% アルフ Tel.06-644-5954 11:00〜6:00(日祝はtel休み〕 

裔品名 
利用機樋/ 
インチ 販売価格 

i 申し込み」」’ 1 
フりガナ 

お名前 

ご住所 

お電話 ( ) 

送料 円+販売価格合計 円=合計代金 円 

2〇〇50〇:5〇00〇〇:37〇0〇〇40030〇3〇0;〇2〇〇〇09〇〇§|2〇〇20〇63〇0〇〇3〇〇2〇〇 
75784〇 557 85 6876 674 77 

0 ◎△〇〇〇△〇 

130〇〇70〇〇〇§8〇〇〇〇〇70〇153〇〇〇〇2〇03〇°0〇〇|〇0〇| § I 

△ △△△△〇△ルA0 △〇△〇〇〇〇©MA△〇 

)5 

(VASE 

FC06 
II 皦丨 

スV-ツ T 大411 
2 _ァ』め\—2 - |版丨刊 

祈き スウ-rr»/伝ンゾタン/|0 
“ブDレンスす*ル•才¢1 都 

r^u—ilik±?-T<^**«<^;5!?s 
ra*/vu»L<7幻 ^i 
テ提と>;AV. 一 丄》パ； 神：) 

0 000 OOIOOOOOOOOOOOOIOOJOJO 
200030200030403060204060005020908050.005080.90 

68557 567 66 568563756677 

△ ◎〇〇◎△△◎△△△◎0A△△〇△〇△〇◎ 

200600800§l800700.ooo500.500500§§60053o0o0l200800i_200too.500200.500100:82o0o0900.500900ooo800.500.800500刚 
5 4 57974853577 6645 66 8 ■ 6 837 46678 56 7 7 6 5 7 9 

〇◎<!△△△◎◎■ △◎△◎△△△△©〇 @〇◎〇△ 

格00000000000000000000 
ffiS 〇 〇 5 6 2 5 6 9 

把445148.53.15.67521 

販 〇〇〇△△ 

注文方法 

※注文商品のキャンセルは、原則としてできません。 



次回 
パソコンゲーム 

BEST50特集号 
にご期待 <ださい// 

※内容の一部が変更されること 
があります。ご了承ください。 

とゆ一わけでテクノポリス4月号は明昍発売です// 
)))編集部員の 

•メツトの御質問にお答えします。SH〇日が 
いいんではないかと思ラのですが、国内メーカ 
一ならば大丈夫ですよ。いいかげん買い換えだ 
いんだけどね。白のタスクを。でも車検なんだ 
つてば一あ〜つ！ a \イサイド男のd「.） 
•さぶいつ。へつ、根性のないオレはランちや 

んで通勤だあ丨かわいそラなZXRクンは、暖 
かい日しか乗つてちらえません。*5る^る。 

(ばか、Araiに決まつてんだろつ丨丨サイレ 
ントメビ〇スがお気に入りの宇佐美々•ャフ） 
•I Xレンタインデーは、1年に1度だけ女のコ 
から愛を告白できる日です。とかいつて、最近 
の女のコは強<なつた。セクシャルハラなんと 
かつてい^のもはやつちや^し。といラわけで 

女性読者の方チヨコレートよろし <。（ペー） 
•今日、久し振りに学校に行ったら、クラスの 
女のコに「あれ、今日は何しに来だの9」と言 
われた。そいで、授業を受けて滞ろ^としだら、 
「今度はいつ来るの9」と閫かれだ。俺はピー 
卜だけしか！（日本一まじめな学生•あ〜る） 
•りんご箱をやめ、テーブルを買いましだ。服 
は丸井のバーゲンで揃えました。電子レンジ食 
品やコ_ヒーメーカ_も資し\ました。あと欲し 
いのは〇〇〇と△△△とx x xだけです!？（ナ 

ぺちやん、またフロレス行こうね☆ときちやる） 
#今年は「午前中には来て、午後10時には帰るj 

といラ、一見何でもないよラなことで、この編 
集部では信じられない（I?)生活に挑戦しだいと 
思います。がんばるゾ！！ 

(何日続けられるのだろラか!？^んすまり） 
籲忙しいときに限ってカゼをひいてしまうHENO 
さん丨またまだ進行の〇hikagonに迷惑を 
かけてしまいました。スミフセンI!でち、Dr. 

やあ〜るのおかげで、なんとかなりそ一です。 
ありがとねつ〇 (カゼが進行中のHENO) 

•年末からひいていだ風邪が入稿終了間際にや 
つと完治。ちまたはバーゲンで賑つていだのに 
何も買えなかつだ。ま、高校生の妹からお下が 

•0ちらつてさたからいいか……〇 

(J M?^Chil<a@on) 

•雪を見ると思い出す橢最。真夜中、雪の漬も 
る林道を車で走つていると、バッと視界が開け 
満月に照らされた湖が。ちようどそのときラジ 
才からは、「サテンの夜jが流れていだ……。 
(ベッドを興つだのにコタツで褒ちゃラ/彳ンフ） 
•/ C/フの「年平均で遇3枚」といラ"CD買い 
病"が伝染。M • FANのこれも病気”毋<最新 
機種ショールーム〃の副編Sさん（M • FAN 2 

月号EDITORIAL WEATHER参照)に眉い 

だディスクマンで、音楽に浸る日々です。 
(1月のラッキーが続 < といいなQみぼりん） 

♦美しい。 （HIDE) 
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今なら「大打撃」 
使用済み 
パンテイー 
プレゼント 

私の 
恥ずかしい 
しみを 
見せて 
あげる。 

1 
亍178東京都練馬区東大泉127- 25 

シャロー ム大泉301号室 
TEL (03)924-5435 

「大打撃」によせ 
られたお手紙！ 

圓 「大打撃」を 

買って人生に 
自信！^…！ 

中三中川君 

僕は小さい頃からウンコをするのに座 

るのが嫌いで立つたまましていました。 

おまけに70すぎのお婆さんにしか恋愛感 

情が持てずに、友達から変人扱いされて 

いたのですが、大打撃を見ていると自分 

はまだまともだと思い人生に自信を持て 

ました。 

お婆さんにも告白するつもりです。 

「大打撃」の 
おかげで字が 

うまくなつた！ 

34才主婦 

大打撃はスト—リィもおもしろいし、 

テキストも簡単で分かり易く私の字もぐ 

んぐん上達しました。今ではペン字検定 

に受かつた人よりもぅまいと、近所のヤ 

ンパルクィナにも評判です。 

大打撃さん！ありがとぅ！ 
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